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巻頭言 

「病院団体の力を発揮」 

    理事 小 林 武 彦    

    病院団体には日本病院会（日病）の他に、全日本病院協会（全日病）、日

本医療法人協会（医法協）、日本精神科病院協会（日精協）の４つが主な団

体である。これらが中心になり、４病院団体協議会（４病協）として、中

央で活躍しています。この４病協に時々日本医師会が加わって協議をして

います。 

 日精協だけは精神科の持つ特殊性から、他の病院団体と主義主張が異な

る場合があります。以下の文章も、精神病院団体を別扱いとして、論及し

ないこととしました。 

 

 日病は、その構成員に公的病院と民間病院の両方を含んでいます。一方、

全日病と医法協の構成員は民間病院のみで、二つの病院団体の主義主張に

大きな違いを見出すことはできません。 

 15 年前に執行部が世代交代するまでの全日病は「日医と共に歩む全日病」

とのキャッチフレーズでした。無床診療所と有床の病院とでは、それぞれ

が抱えている問題が根本的に異なるとの考えから、愛知県のわれわれの多

くの先輩諸氏は全日病ではなく、医法協と日病に参加しました。先輩諸先

生が敷いたこの基本方針を今でも継承しています。執行部が世代交代して

からの全日病は、医法協とその基本的な構想はまったく同一で、両者に違

いを見出すことはできません。 

 愛知県には、活動する病院団体として「愛知県病院協会」と「愛知県医

療法人協会」の二つがあります。二つの団体とも中央の病院団体の下部組

織ではありません。 

 病院団体の主張を実現するには、各病院団体が団結することが最も重要

であることはいつも言われることです。しかしながら、数十年も前から団

結が叫ばれていますが、いっこうに実現していません。ヒトは 10 人集まれば、細かく分類すれば 10 のグル

ープに分かれます。10 のグループがそれぞれの意見を声高に叫んでも、何一つ実現しません。小異を捨て、

大同団結することが、病院団体の主張を通す早道だと思います。 

   

 東日本大震災後の耐震問題を機に、日病が事務所を移転しました。全日病も医法協も同じように事務所の

移転を考えていました。これを機に、全日病と医法協は日病のビルに同居すべきであると私は強く主張しま

した。その場合は、事務局は今まで通り別々で、会長他の執行部も今まで通り何も変えないとする原案です。 

 全日病も医法協も、総会などの大人数が集まる場合は、ホテルなどの会議室を高額で借用しているのが現 

状でした。それが同一のビル内に事務局を構えれば、大小の会議室を共同で使用することで、経費が大幅に 
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削減されるようになることでしょう。 

 各病院団体の事務能力は、日本医師会などに比べて、人数が格段に少なく、その結果事務能力は決して十

分ではありません。同じようなテーマでの委員会を設置する場合は、合同委員会とすれば事務作業も大幅に

合理化されるはずです。 

 

 愛知県での病院団体の歴史を私の記憶に残っている範囲でひも解いてみます。 

 現在は「愛知県病院協会」を中心にして、「愛知県医療法人協会」の二つの主たる病院団体があります。そ

の他には、日本病院会愛知県支部、全日本病院協会愛知県支部、日本医療法人協会愛知県支部があります。 

 日病愛知県支部の構成員と最も似ている関係にあるのは、愛知県病院協会です。全日病愛知県支部と医報

協愛知県支部の構成員が最も近い関係にあるのが、愛知県医療法人協会です。最もこの場合は、全日病の立

場に立てば、愛知県医療法人協会の「医療法人」の名前を変更しないかぎりには、大同団結は納得できかね

るでしょう。「（仮）愛知県民間病院協会」とでも名称変更することで、大同団結できるのではないでしょう

か。しばらくは、各支部の定款、役員人事などは今まで通り継続することになるでしょう。 

 愛知県内で統一した民間病院団体が形成され、その中に全日病愛知県支部と医法協愛知県支部が入れば、

念願の全日病学会を名古屋で開催することもできます。 

 

 病院団体が大同団結するのは至難の業ですが、単純物理的に事務所を同じ建物とする案ですら、各病院団

体とも「独自性が損なわれる」との反対意見に会い、実現することはできませんでした。 

 愛知県内だけでも何とか叡智を結集して、病院団体の大同団結にむけて一つ一つの行事を統合して行きた

いものと思います。 

（医療法人愛生館小林記念病院 理事長） 

 

「内視鏡手術に思う」 

理事 黒 川  剛 

昨今、外科の分野では内視鏡手術が花盛りなのは周知のとおりです。私の消化器外科領域でも、消化管を

中心に開腹術を抑えて内視鏡手術が主流となりつつあります。この傾向は、外科医の研鑽もさることながら、

新しい内視鏡手術用のデバイスの開発に支えられているのは間違いありません。特に vessel sealing system

の改良は、血管の結紮切離回数の大幅な減少など開腹手術の手技にも影響を与えていますが、止血方法に制

限のある内視鏡手術で大きな位置を占めています。今後も手技の改良と新しい機器の開発に支えられて、内

視鏡手術の安全性がさらに向上し、消化器外科領域での手術適応は一層拡大していきそうな気配です。 

私は大学を卒業して 3 年目の 1984 年にある地方の市民病院に赴任しましたが、ここの整形外科へは、大

学病院から当時最先端の関節鏡手術の専門家が手術に来られていました。その手術を見学させていただくと、

その先生は私に、「将来外科の手術もカメラでやる時代が来るよ」とおっしゃられました。私はその時、「消

化器手術は視野の展開や止血などが困難なのでそういうことはないと思います」といった内容のことを言っ

たのを今でも鮮明に覚えています。その後、私は 1987 年に大学に帰局しましたが、同じ年にドイツから腹

腔鏡下胆嚢摘出術が世界で最初に報告されました。日本では、1990 年に最初の手術が行われ、またたく間に

多くの施設でこの手術が行われるようになりました。自分の不明を恥じた時期でした。同時に胆嚢以外の新

しい内視鏡手術を手掛けたいと思うようになりました。しかしこの頃であっても私は、広範な廓清を必要と

する進行癌の手術は開腹術のようにはできないだろうと考えていました。当時、大学での私の研究テーマが、

「肝細胞癌の合理的手術の開発」だったということもあって、消化管の悪性腫瘍のように廓清の必要のない

肝細胞癌の内視鏡手術を手掛けることにしました。 

腹腔鏡下肝切除術の世界で最初の報告は 1995 年です。同じ年に少し遅れて日本からも報告されました。

私が本手術を最初に執刀したのは 1997 年の 12 月でした。この患者さんは、胆嚢の上に乗っかるような位置

に存在する直径 3 ㎝程度の肝細胞癌でした。今では 3 時間程度の手術ですが、内視鏡や止血用の機器が限ら 

れていた、あるいは技術そのものが未熟だったその当時は 10 時間という時間を費やしました。その後症例 

を重ねて、2002 年にはハンドアシスト法（腹腔内に片手を入れる方法）ではありますが、肝左葉切除を内視 
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鏡下に行って、英文誌に発表しました。最近では徐々にこの手術を行う施設も増え、2007 年には肝臓内視鏡

外科研究会が発足し、この会の働き掛けもあって腹腔鏡下肝切除術は、条件付きでしたが、2010 年に保険適

応になりました。 

さて、私の予想はまたしてもはずれ、最近では消化管の進行癌であっても内視鏡手術が多くの施設で行わ

れており、今後順次成績も報告されていくと思われます。一方、肝胆膵領域では、以前に比較して内視鏡手

術を導入する施設が増えてはいますが、消化管のような広がりはまだないようです。肝切除に関しては、特

定の大学病院を中心に、肝門部胆管癌や生体肝移植のドナー手術までも内視鏡下に行うところもありますが、

まだまだ内視鏡下の肝切除をまったく導入していない施設が大半と言っていいと思います。最近の学会でも、

「腹腔鏡下肝切除は本当にイノベーションなのか」といったテーマが論じられるほどです。 

肝胆膵領域における内視鏡手術が今後どのように展開されていくのか不透明なところもありますが、最近

気になるニュースが報道されています。千葉県がんセンターで、術後早期の死亡があいついだ件です。術当

日の死亡も含まれています。死亡症例の執刀は特定の医師に限られており、記事の内容からすると術式は内

視鏡下の膵・胆道手術のようです。これらの術式はまだまだ開発途上にあり、保険適応でもありません。こ

の事例では、保険請求もされていた疑いもあり、千葉県は第三者による検証委員会を立ち上げて調査を開始

しています。詳細が不明ですので何とも言えませんが、報道からは 2002 年の慈恵医大青戸病院の腹腔鏡下

前立腺手術の事件が思い出されてしまいます。医療・医学において、真の意味でのイノベーションは歓迎す

べきですが、仮に、知識や技術に裏打ちされていない行き過ぎた手術が行われていたのなら大きな問題で、

内視鏡手術全体に影響を及ぼしかねません。今後注視していきたいと思っています。 

（医療法人衆済会増子記念病院 院長） 

 

日本病院会常任理事会報告（平成 26 年 4 月） 

副支部長 末 永 裕 之 

◎ 4 月 26 日常任理事会 

（報告事項） 

１．医療制度委員会 

 ・医療基本法について：日医医事法関連検討委員会で「医療基本法」に向けた日医案に対し、医療が有す

る 7 つの性質*を 8 つとして「不確実性」の追加、法案への「医療提供施設」の項目追加、「医療提供施設

の責務」の条文追加、「医療提供者の育成に努めること」の項目建て、「医療提供施設管理者の義務」の条

文追加、医療提供者の裁量に関して等、日病からの提言がかなり盛り込まれたことが紹介された。 

特に「不確実性」「医療提供者の裁量」が含まれたのは意義がある。 

 *７つの性質：非代替性、科学性、平等性、体系整備性、規範性、公共性、相互扶助性 

 ・医療提供体制について：法人格が異なる医療機関間でのホールディングカンパニー化に関して、公的病

院以外でのカンパニー化は難しいのではないか そもそもカンパニー化しても大が小を飲み込むだけで

はないか等の意見も。岡山県における岡山大学が中心となった大型病院間との連携システムが公的病院間

のカンパニー化と紹介されているが、これは単に医局を中心とした連携の考え方でカンパニー化ではない

のではないか等。 

 ・地域医療ビジョンに関して：協議の場の構成メンバーに病院団体も入るべき 

２．地域医療委員会 

 ・病床機能報告制度・地域医療ビジョンについて 

 ・病床報告制度：報告項目はおおむね妥当  

 ・地域医療ビジョン：拘束力や強制力の有無など GL の効力に対する懸念がある。地域特性にも配慮を。医

療提供体制を最適化するチャンスにもなり得る「痛み分け」が大前提。中小病院には死活問題。  

 ・医療基本法：条文案に「制度の壁」の矛盾等に関連する記載がないことに対して、それは理念法の後の 

個別法で対応すべきとの意見も 

３．栄養管理委員会 

 ・NST セミナーを 10 月第 3 週に予定 日本静脈経腸栄養学会がアボットの協賛で TNT プロジェクトとし 
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 て年間 1500 名の医師の NST 資格を付与していたが、公取から疑義 その講習会が半減する 日病の NST

セミナーを増やすことも考慮 

４．四病院団体協議会 

 ・基金 904 億円と言っても国の負担は 600 億、都道府県が 300 億持つことになる 消費税として 362 億円

を予定し、240 億円が一般会計から出るというが真水としての額は分からない 

 ・新設医科大学に関して、医師適正配置ができる仕組みがない現状では四病協は反対。スタッフとして地

域医療に従事している人材の引き抜きも含め。 

 ・一方、四病協は新しいタイプの臨床医を作るという考えでメディカルスクールには賛成してきている。 

 ・規制改革会議が提言する「選択療養制度」(仮称)は極めて危険 

 ・経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議で査定はもっと厳しく行うべし、薬価は毎年更新すべしと

の発言。病院団体として看過できない。 

５．日本病院団体協議会 

・診療報酬実務者会議より：在宅復帰率 75％は大型病院では問題はないのではないか。しかし、熊本市で

は NW が構築されており今回の改定により 7：1 や 10：1 の受け皿への転院が在宅復帰率に含まれず、基幹

病院が在宅復帰率 75％を満たせなくなり、従来の受け皿の中小病院が紹介した患者を戻してもらえないと

いう問題が生じていると。  

 ・消費税影響度調査は四病協で予定：1.36％の対応分とされている額(外来・入院診療料等)の消費増税分

に対するカバー率。カバー率の定義を明らかにしたうえで、重症度・医療・看護必要度。院内指導者研修

の修了者がいることが望ましい。 

・S-QUE 研究会、日本臨床看護マネジメント学会で開催 事前 e ラーニング学習は応募が多すぎて、回数

を増やすことを考えている。 

 ・DPC 分科会  

  評価係数Ⅱ、医療機関群Ⅱは今後も続ける が医療機関群Ⅲを一纏めにしておいて良いか またⅠ群に

もかなりの内容の差があるとの問題意識も。重症度の判定として CCP マトリックスを進める。 

 

（協議事項） 

１．選択療養制度に関しての意見  

（参照）規制改革会議が提言する「選択療養制度(仮称)について」日医  

・混合診療の問題がゾンビのごとく蘇ってきた 経済力がないために不利な立場になるのではないか 間

違いなく効果があるものは保険診療にすればよい。基本的に反対。 

・医師会の提案はその通り 現在の制度(保険外併用療養費制度)で拾っていけばよいこと 

・ドラッグラグ、ディバイスラグは無くなってきている 現在一番遅れている原因はメーカーが申請を遅

らせていることにある メーカーに自分で値決めをしたい、公定評価を受けたくないとの思いがあるので

はないか 

・ラグは無くなってきている 先進医療の認定作業に飛躍的に力を入れればよいのではないか 

・アメリカで OK ならばすぐに認めるというのはイレッサを見ても問題 諸外国データを丸呑みするのは

おかしい 

２．施設基準届出に関して 

・7：1 は死守するという意見が多い 

・夜間、緊急手術加算の理念は分かるが、どこからが予定かどうか、主治医と患者の関係等もあり現場が

分かっていない 事務作業も大変で導入しづらい 

３．基金に関して 

・北海道は病院協会が窓口 どこまで使えるのかが問題 官民半々と言っているが市議会が決めるため、

官が 7～8 割を使うのか 

・京都ではハードにはつけない 二重の補助はあり得ないためすり替えられるのでは 

・大阪府は病院団体に府が説明、要望を聞きに来た 二次救急医療の医師以外の職員の待遇改善に使えな 

いか 給与アップの財源に 
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・県による濃度差が強いよう 短時間で案を提出するよう言われ困っている 

・看護師養成所に対する事業を 

・東京では区医師会が診療所からの要望を都医師会に提出し、都医師会が取りまとめて再提出することに

なっている 医師会と病院団体でどのように調節するのか 

・透明性、公平性、公民平等性をいかにして確保するのか 医師会だけでなく病院団体に相談しながら決

めていくという仕組みが必要だが・・ 

・看護課予算のほとんどは県の基金へ ナースセンターも基金となっている(日看協) 

・和歌山は県１／3 がかなり厳しい 

 さまざまな意見が出たが、どの県も画期的な案があるわけではない。4 月は国もどのような案があるのか

を探っている段階で、6 月の最終決定までは聞き置きだけで終わる？ 

４．消費税 10％時の対応 

・税金を払っていない病院が一番ダメージを受ける―医療法人は消費税が上がった分の支払いは利益から

差し引かれ、法人税が下がる 公立病院は消費税増税をもろにうける 

・消費税 10%時への対応が急がれるが法改正には間に合わない 診療報酬への上乗せは最悪 現実的な対

応を  

・27～28％が損税となっている感覚 

・日医では 10 年前から医療は免税をと訴えていた 診療報酬で対応するのは無理 原則課税では少子超

高齢社会となって消費税が 15～17％となった時に病院窓口で国民は納得するか あくまで税の問題とし

て解決すべき 最後の段階で国民に負担させない形で 仮払い 保険者に負担させない形で・・・ 

 免税 還付 仕入サイドで払った消費税を返してもらえばよい・・・色々と問題があり本当に難しい  石

井監事 

 原則課税に拘りすぎると法整備に時間がかかるという理由で、結局診療報酬対応になってしまう。戦略と

してではなく戦術としては原則課税に拘りすぎない方が良いのではないか 

５．非営利ホールディングカンパニーに関して 

・ホールディングカンパニーとはいえ結局強い法人に呑み込まれるだけ等の否定的な意見が多かった。が、

日医四病協懇談会では医療法人協会の委員が、「東京では廃院する病院を関西方面の法人が虎視眈々と狙

ってきており、今までの地域事情とは関係なく事業を展開してきている。そんなことであれば地域の中で

ホールディングカンパニー化して、地域にあった連携ができる方が良いこということもある」との発言も 

・私見「非営利ホールディングカンパニー型法人制度」の実態 の説明 

公認会計士石井孝宜 制度の問題点等  

   地域医療構想（ビジョン）に関する厚労省の見解  Ｈ26.5.7 

   厚労省医政局  

医師確保等地域医療対策室長、在宅医療推進室長  

６．医療計画の変遷 

 病床規制から始まり 4 疾病 5 事業対応、更に今回は地域医療ビジョンが骨子 

 法改正縦軸の方向性 

①病床機能の報告 行政機関から見て丸裸にする 

②地域医療ビジョン 中長期的、かつサブカテゴリーまで 

③医療計画は 6 年 3 年ごとに報告 介護も含め 

④退場の仕組み 協議の場で 

⑤機能転換のための基金 

７．基金 904 億円中真水は 630 億円。新基金は 6 月に法案成立後 7 月に基金を決める都道府県協議会 夏の

間にビジョンを作る計画案 年度内にビジョンのガイドライン 来年度は都道府県で作成 

Ｈ30 年に向け（同時改定 3 回目）医療計画、介護計画第 7 期 医療適正化計画の目標も Ｈ26 年はＨ28

年の第４四半期 

８．市町村はメインストリームではない。 

（小牧市民病院 病院事業管理者兼院長） 
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第１回 日本病院会愛知県支部定例理事会議事録（抄） 

・日時：平成 26 年 5 月 20 日（火） 15：00～16：00 

・場所：愛知県医師会館 8 階 801 会議室 

・出席理事：松本隆利、末永裕之、加藤真、小林武彦、梶田正文、岡村正造、渡邊有三、石川清、細井延行、

加藤林也、直江知樹、小谷勝祥、黒川剛 

・出席監事：今村達雄、千木良晴ひこ 

（支部長挨拶） 

 ・診療報酬の改定があって、より厳しさを感じている。診療報酬非課税について早急に対応しなければな

らない。10％への増税時は来年秋にというスケジュールである。 

 ・混合診療については、特区で行うと政府は言っているが、問題なく実施されれば全国で実施される運び

となる。 

 ・今年 1 月～3 月の GDP が伸びている。消費支出も増加して、ベースアップを実施した企業も多く、今後、

医療関係者のベースアップをどうするか。民間病院にとっては大きな問題である。 

（協議事項） 

（１）会員の入会について                     松本支部長 

・豊田地域医療センターが 4 月に入会された。 

（２）愛知県支部規約細則（案）について              松本支部長 

・支部会費（年 20,000 円）の明確化を図るためのものである。支部設立当初（昭和 61 年 11 月）に予算

で 20,000 円と決めたが、規約・規則には記載してこなかった。7 月の総会の議案に提案したい。全会一

致で承認。 

（３）平成 25 年度収支決算（案）について             松本支部長 

 ・会費収入等（前年度からの繰り越しを含む）7,125,252 円、歳出 3,319,965 円で次期繰越額 3,805,287

円であった。25 年度は会員名簿作成などを行った。総会の議案に提案することを了承。 

（４）平成 26 年度定例総会について                松本支部長 

 ・定例総会を平成 26 年 7 月 1 日（火）午後 4 時から名古屋観光ホテルで開催する。 

 ・議案には、平成 25 年度事業報告・収支決算について、支部規約細則についての承認を求めたい。 

（５）特別講演について                      松本支部長 

・毎年、総会が終了後に開催している特別講演を今年度も開催する。講師は東京医科歯科大学大学院 医

療政策情報学分野教授伏見清秀先生で、演題は、「ＤＰＣ制度と病床機能分化の今後」の予定である。 

（報告事項） 

（１）日本病院会常任理事会（４月２６日）             末永副支部長 

・非営利ホールディングカンパニー型法人制度（仮称）の創設について、医療法人や社会福祉法人など非営

利な法人が社員として参加する社団法人で構成し、医療・介護等の一体的なサービス提供を促進しようと

するもの。具体的内容については平成 26 年度中に結論を出す。 

・規制改革会議が提言する「選択療養制度（仮称）」について、混合診療の問題がまた湧きあがってきた。経

済力のない人が不利な立場になるのではないか。適正な医療であれば保険診療に取り込めば問題ない。日

病としては基本的には反対の立場。 

 

 

日時：平成２６年７月１日（火）午後５時～午後６時２０分 

    場所：名古屋観光ホテル 

   名古屋市中区錦一丁目 19－30 

   電話：052-231-7711（代表） 

講師：伏 見 清 秀 氏（東京医科歯科大学大学院 医療政策情報学分野教授） 

    演題：ＤＰＣ制度と病床機能分化の今後 

 

◎ 特別講演の開催について 


