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愛知県支部ニュースへの愛知県支部ニュースへの愛知県支部ニュースへの愛知県支部ニュースへの    

ご寄稿のお願いご寄稿のお願いご寄稿のお願いご寄稿のお願い    

 愛知県支部ニュースは、会員の

皆様の意見交換の場として会員

の皆様からの情報発信をお待ち

しております。テーマ、字数の制

限は特にありませんので、ご寄稿

よろしくお願いします。 

 

 巻頭言 

                 支部長 松 本 隆 利    

 今年は台風の当たり年と言われ、全国で大変な被害が続発していま

す。ようやく晴れ間が続くようになりましたが、過去 10 月に上陸・

接近した台風は被害が大きく、まだまだ油断はできません。 

 さて、7 月の日病支部総会において新役員が決定しました。新体制

において私は引き続き支部長を務めさせていただくことになりました。

また、これまで支部において、消費税問題、医療制度問題等の重要な

政策課題の検討に精力的に参画され、ご活躍いただきました先生方が、

勤務先の定年を理由に役員を退任されることとなりました。これまで

支部の活動にご尽力いただき、ありがとうございました。 

 先生方の後を引き継ぐ我々も、今後主要な政策課題について会員の

皆様に情報を提供するとともに、支部の理事会で検討した内容につい

て支部ニュース等で情報発信してまいります。同時に日本病院会の中

央の活動状況につきましても、早い時期に報告するよう努めてまいり

ますので、ぜひ皆様からのご意見をお寄せいただきたいと思います。 

 

医療を取り巻く最近の話題医療を取り巻く最近の話題医療を取り巻く最近の話題医療を取り巻く最近の話題    

 平成 28 年度の診療報酬改定では 7：1 要件のさらなる厳格化（重症

度、医療・看護必要度等）が見込まれており、病床の縮減が懸念され

ます。一方、病床については昨年 10 月より病床機能報告制度がスタ

ートし、それらの情報を基に、各構想区域で地域医療構想の策定に向

けて地域医療の検討を行うワーキンググループが活動を開始していま

す。各構想区域の検討状況をみると、愛知県の人口は全体では増加傾

向にあり、他県に比べ人口減少が緩やかに進行するため、大半の地域

では、現段階ですぐに病床数が縮減される可能性は低いだろうと考え

ています。 

 また、動向を注視すべき話題のひとつに専門医制度があります。当初見込まれていた運営／構成とは

異なり、学会や大学の関与が強くなってきています。専門医制度は医療の質の担保という点では優れた

制度と言えますが、地域医療の観点でみると、大都市圏や大病院に研修が集中し、地方や中小病院の医

師確保に影響が出るのではないかという懸念があります。また、当面は学会の専門医制度と並走する分

野もあり、選択できるのは一つの領域に限定されるなど、さまざまな問題をはらんでいます。 

 さらに、医療事故調査制度がこの 10 月より開始します。新しい制度では予期せぬ死亡事故が発生し

た場合に院内調査委員会を立ち上げ、第三者機関に報告することとなりました。ガイドラインについて

は現在細目の検討が進んでおり、日本病院会からもガイドラインが示される予定です。 

 

療養病床の在り方等に関する検討会について療養病床の在り方等に関する検討会について療養病床の在り方等に関する検討会について療養病床の在り方等に関する検討会について 
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 最近の話題としてもう一つ、この 7 月より私が構成員を務めさせていただいている厚生労働省「療養 

病床の在り方等に関する検討会」についてご報告させていただきます。 

 高齢化の進展により、慢性期の医療・介護のニーズは今後急速に増大していきます。内閣官房の専門

調査会がまとめたマクロ的な推計によると、2025 年には従来の病床で対応する患者のほかに、約 30 万

人を追加的に在宅医療や介護施設等で医療・介護対応していく必要があるとされています。そこで従来

通り在宅医療等の充実を進めると同時に、限りある医療資源の中で、こうしたニーズにどのように対応

していくかを協議することを目的に、「療養病床の在り方等に関する検討会」が組織されました。 

 療養病床については、いわゆる社会的入院の解消のため、平成 18 年の医療制度改革において、平成

23 年度末までに介護療養病床を全廃、医療療養病床を約 15 万床に削減し、療養病床を大幅に再編する

ことが決定したという経緯があります。その後、介護療養病床の老健施設等への転換が進んでいない状

況を踏まえ、平成 29 年まで廃止時期を延長する措置が図られましたが、平成 27 年 3 月時点でなお 6.3

万床の介護療養病床が存続しているのが現状で、このままでは行き場を失う患者が発生する懸念があり

ます。喫緊の問題として介護療養病床を含む療養病床の今後の在り方をどうするか。さらに 2025（平成

37）年を見据え、増大する慢性期の医療・介護ニーズに対応する医療・介護サービスの提供体制の在り

方について選択肢を整理するというのが、検討会の大きなテーマです。 

 検討会では、医療療養病床と介護保険 3 施設の患者特性の比較（患者の性別年齢、医療区分、要介護

度、ADL、傷病状況、認知症高齢者の自立度、看取りの実施状況等）、医療・介護資源の地域差、諸外

国制度との比較など、国から示された幅広いデータを基に討論を行っています。今後は月に 1・2 度の

ペースで開催され、年内を目処に報告を取りまとめ、翌年その報告を踏まえて社会保障審議会の医療部

会、介護保険部会等で制度制定に向けた議論が開始される予定となっています。 

 2025 年を見据えた医療提供体制の改革に向けて、ますます機能分化と連携強化の流れは加速していき

ますが、そこに最適化の視点が欠けてはなりません。日本中のすべての人が、適切な医療・介護を切れ

目無く受ける事ができるよう、これからの時代と地域のニーズに合致した制度設計をしていく必要があ

ります。 

 

 我々を取り巻く環境にはさまざまな課題が山積しています。これらの課題に対し、当支部からも要望

や提言の声をあげていきたいと考えています。皆様からご意見がありましたら、是非お寄せいただきま

すよう重ねてお願いいたします。 

（社会医療法人財団新和会八千代病院 理事長） 

 

 「高齢者･家族の選択と心構え」と「老衰死」 

                                       理事  梶 田 正 文 

8 月下旬に日本の健康寿命が世界一となったことがニュースとなりました。「健康寿命」とは、健康上

の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことで、2013 年の日本の健康寿命は男性

71.11 歳、女性 75.56 歳で、男女ともに世界一でした。いま国ではいろいろな健康寿命を延ばす取り組

みが行われています。そのなかに、スマートライフプロジェクトがあります。適度な運動（毎日プラス

10 分の運動）・適切な食生活（毎日プラス一皿の野菜）・禁煙（たばこの煙をなくす）に取り組むことに

より健康寿命を延ばそうとする取り組みです。日本整形外科学会でもロコモ予防の取り組みをすすめて

います。 

国がこのように健康寿命の延伸を強調するのは介護・医療費の抑制のためです。しかし、健康寿命の

延伸による医療費の抑制の根拠は示されていません。二木立氏によれば、予防や健康増進活動によって

健康状態の改善は認められるものの、医療費の節減効果はほとんど確認されていません。逆に、厳密な

ランダム化比較試験に基づき、広く社会的次元で費用計算を行った研究では医療費を増加させるとの結 

果が得られています。平成 20 年 4 月から導入されたメタボ健診も健診データとレセプトデータとの照合 
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が２割ほどしか進んでいないと報道されており、医療費削減の検証のためにはさらに費用と時間がかか

りそうです。 

さて、日本人の平均寿命は、男性が 80.21 歳、女性が 86.61 歳でこれも世界一でした。そうすると平

均寿命と健康寿命の差は約 10 年ありますので、この期間は介護や医療を受けながら過ごすことになりま

す。2025 年には団塊の世代が７５歳以上となり、日常生活が制限され医療･介護の必要な人が急増しま

す。重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることがで

きるように考えられたのが地域包括ケアシステムです。このシステムの概念図を見ると、「介護」、「医療」、

「予防」、「住まい」、「生活支援･福祉サービス」の五つの構成要素が盛り込まれた植木鉢の下に皿が置か

れています。これが地域包括ケアシステムを支える土台となる重要な要素である「本人（高齢者）･家族

の選択と心構え」です。 

近い将来には一人暮らしや高齢者のみの世帯が主流となるため、急な病状の変化にどのように対処す

るかということについて本人（高齢者）・家族は医療従事者とあらかじめ相談しておく必要があります。

今年 3 月に静かに改定されていた「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」

（平成１９年に発表されたときにはがんの末期患者や植物状態の患者を想定して「終末期医療の決定プ

ロセスの在り方に関するガイドライン」となっていた）によれば、人生の最終段階においてどのような

医療を受けるかを医療従事者から適切な情報提供と説明を受けた上で、本人が決定するのが重要とされ

ています。しかし、本人が意思を決定できない場合には家族の役割が重要になります。本人が何を望ん

でいたのか、本人の最善の利益は何であるかについて、家族と医療従事者が話し合って合意することが

必要になります。宮本顕二・宮本礼子両氏の共著「欧米には寝たきり老人はいない」のなかで、家族が

終末期医療の選択で迷う場合、「自分がしてほしいことを選ぶ」のは良い考えだと述べています。 

先日、NHK スペシャルで「老衰死」が取り上げられました。副題は「穏やかな最期を迎えるには」

となっていて終末期の医療・介護のあり方に正面から向き合って番組が作られたのはあまり例がないよ

うに思います。厚生労働省の人口動態調査によれば老衰死は 10 年ぐらい前から急増し 2014 年には 7 万

5 千人を超え過去最高となっています。最後まで徹底した治療を行うよりも自然な死を受け入れるとい

う考え方の広がりが背景にあると見られています。番組には「平穏死」を提唱した石飛幸三氏が登場し、

自然の摂理を受け入れ、静かに最期を迎えてもらう取り組みについて説明されていました。 

多くの国民にこの考え方が広まるにはまだ時間がかかるかもしれません。しかしマスコミにもこのよ

うな形で取り上げられていくと急速に「穏やかな最期を迎える」ことが受け入れられるのは間違いがな

いように思います。そしてこれは今後の患者の受療行動にも大きく影響し、10 年後 20 年後の医療・介

護のあり方が現在の予測と異なることも考えておかなければなりません。わたくしどものような中小の

病院にはますます難しい舵取りが要求されています。 

（碧南市民病院 院長） 

 

日本病院会報告 平成 27 年度第 4 回定期常任理事会報告 (9 月 26 日)  

                                副支部長 末 永 裕 之 

【厚労省神田医政局長への要望書】 

 ○ 地域医療構想の策定及び実現に必要な基礎データの公表について、各都道府県に適切な指導をす

ること 

データ提供を日病にするか否かの都道府県調査で、11 県が未回答、11 県が否となっている。これに

対して「地域医療構想ガイドラインには、構想の策定及び実現に当たってはデータの収集、分析及び

共有が不可欠で、医療機関相互・地域の医療関係者との協議連携を図ること、協議の透明性の観点か

ら患者情報や経営情報は非公開とし、その他は公開すること。」が記載されている。その趣旨を踏まえ、 

各都道府県に基礎データの公開について適切な指導をお願いします。 

 

【報告事項】 
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１．第 2 回 専門医に関する委員会 

  第 1 回で専門医制度を巡る諸問題(基幹研修施設が多くは大学、医局となり、大学の連携施設になる

ことで医局の権威が増大し先祖返りをする、中小病院の切り捨てになる等々*)に関して議論し、常任

理事会メンバーに対する意識調査を施行した。その調査結果を日本専門医機構理事会で提示したとこ

ろ、疑問点に対する回答書が機構より出された。第 2 回委員会には機構理事長、認定研修プログラム

研修施設評価・認定委員会委員長からの説明(機構から希望されて)があったが、了承できない点が多々

ある。 

*多様なプログラムを拒む状況がある 

   *大学集約、入局強制への懸念 

   *大都市集約、地域医療崩壊、地域偏在・診療科偏在への懸念 

   *専攻医の給与、保障についての懸念 

   *サブスペシャルティへの懸念  等々に対し説明 

２．平成 27 年度診療報酬等に関する定期調査 ―中間報告(案)― の一部 

 ・平成 26 年度の赤字病院の割合は平成 25 年度の 39.3%から 45.8%へと拡大 

 ・平成 26 年度は前年比で費用増+2.6%が収益増+0.9%を上回り、給与費を始めとする費用増と消費増税

の影響を受け経常利益は 100 床あたりの平均で 2800 万円を超える減益となっている 

 ・平成 27 年 6 月期は急性期を担う一般病院、なかでも 7：1、10：1 の赤字額は大きく、急性期病院の

経営は非常に厳しい結果となっている 

 ・病院の経営努力により診療収益(入院+外来)が前年同月比+4.4%の増収となったものの、依然経常赤

字が続く状態 

 ・H26.27 年 6 月期比較  

 前年同月比較 

  診療収益(入院+外来) +4.44% (入院 +3.40% 外来 +6.86%) 

  診療単価 入院 +3.68% 外来 +2，70% 

  診療単価は入院、外来ともに単価増病院の割合が 70%を超える 

  延患者数は、入院は増加と減少の割合がほぼ同じ DPC 対象病院で増加割合が高い 外来は増加病

院の割合が高く 75.3%を占める 

３．中医協 

 重症度医療看護必要度の見直し 

  ・Ａ項目  

創傷処置：創傷処置 褥瘡処置いずれか 1 つ以上該当する場合  

血圧測定：削除 時間尿測定：削除 

呼吸ケア：呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く) 

専門的な治療・処置：今までの 7 項目に、抗悪性腫瘍剤の内服、麻薬の内服・貼付。抗血栓塞栓 

薬の持続点滴 が追加 

Ａ項目に術後管理を入れる、認知症を入れる等の検討がされている 

４．日医・四病協懇談会 

 ・医療事故調査費用保険について 

 全自病、公私連盟、日病では損保ジャパンの保険を勧めているが、日医では全ての診療所と 90 床以

下病院、100 床以上病院対象の保険を考えている。 

 ・マイナンバーと医療等 ID 

厚労省は「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」で医療分野の情報連携に用いる

番号の在り方について」はインフラの活用も含め個人情報保護を含めた安全性と効率性・利便性の両

面が確保される仕組みを検討するとしている。日医は個人番号を医療の現場で利用すべきではないと 
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し、マイナンバーとは異なる医療等 ID を主張 

５．平成 28 年度税制改正要望の重点事項について 四病協 

  消費税における社会保険診療報酬等の非課税の見直し 

  →医療および介護に係る消費税について、社会保険診療報酬及び介護報酬の非課税を見直し、消費

税制度のあり方に合致する原則課税に改められたい。併せて患者、利用者負担への配慮を要望する。 

６．地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会 

  平成 27 年度病床機能報告の対応について 1．未報告の医療機関に対する対応 2．「間違い」と考

えられる報告への対応 3．回復期機能の誤解釈への対応 4．特定機能病院の選択への対応 5．報

告の単純ミスへの対応 6．項目の追加 の 6 点の修正案を提示。 

  1．2．は医療機関に報告の督促や修正を求める 3．は「急性期を経過した患者への在宅復帰に向け

た医療」も含まれること 4．は個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に

選択することを平成 27 年度病床機能報告マニュアルに銘記する 5.は電子媒体の報告様式に注意分

が表示されるようにする 6.は医師数の報告は行わないことにする。「精緻化する」の文言は「適切

な」に変更する。 

 ７．社会保障審議会医療部会 

次期診療報酬改定の基本方針の検討について 

   改定に当たっての基本認識について 

① 超高齢社会における医療政策の基本方針 

② 地域包括ケアシステムと効率的で質の高い医療提供体制の構築 

③ 経済・財政との調和 

 

【協議事項】 

１．産休・育休・時短取得による病院の人件費増について 

 ・日赤事業局長富田先生から問題提起 

  平成 23 年度の厚労省調査(ライフイベントによる女性の就業形態の変化)では、出産後 60％が離職

しているのに対し、赤十字医療施設における出産育児による退職者数は 211 人(10%)と、極めて離職率

が低い。 

これは安倍内閣の求める育児支援にも合致しているが、そのための手当て、出費もかなりなものに

なっている。働きやすくする環境改善に対して経済的支援を国に求められないか。 

日病でも調査を検討 

２．療養病床の在り方について 

松本理事が療養病床の在り方に関する検討会の委員に日病の代表として選出された。療養病床等に

関して日病としてどう考えるかを議論したい 

療養病床は日病会員の中での病床数の 37%を占めているにもかかわらず今までは急性期医療に関し

ての議論が多かったという反省がある。 

会長：介護療養病床がなくなると 63,000 床分の行き場のない人が出る 

日慢協の提言の SNW(Skilled Nursing Ward)をどう考えるか 

権丈先生：国庫負担を減らすことは必至 患者には理由があって利用してくださいと言いたい。 

 ニーズに合った利用体制を 

（小牧市民病院事業管理者 兼 院長） 

 

第３回日本病院会愛知県支部定例理事会議事録（抄） 

日時：平成 27 年 9 月 1 日（火） 15：00～16：00 

場所：愛知県医師会館 8 階 803 会議室 

出席理事：松本隆利、山本直人、伊藤伸一、梶田正文、渡邊有三、石川清、加藤林也、小谷勝祥、 
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絹川常郎、今村康宏、岩瀬三紀 

出席監事：小林武彦、細井延行 

（定数報告） 

・理事 15 名のうち 11 名出席し、理事会は成立した。 

（支部長挨拶） 

・7 月の総会で新しい理事が選任され、最初の理事会である。病院経営の課題を検討して全国へ情報発

信をしたり、国の動向などの情報を会員に伝えていきたい。 

（協議事項） 

（１）会員名簿の作成について 

・地域包括ケアシステムの構築が今後の課題となってくるので、地域連携室の記載を加えて欲しい。ま 

た、災害拠点病院、救急医療（二次・三次）の情報も加えて欲しい。 

（２）消費税について 

・8 月 7 日に中医協の検討会が始まった。課税方式への変更については財務省の態度が厳しい。来週に

第 2 回が開催される予定。財務省から「診療報酬点数の中にどのくらい消費税が含まれているか」提出

せよと言われている。 

・医師優遇税制を取り上げると麻生さんが言っているが、医師会も表向き反対をしていない。 

（３）療養病床について 

・介護療養病床が 6 万床あり今後どうするかについて検討を進めている。廃止する訳にはいかないので

取扱いを検討している。 

・国は、「在宅」へと言っているが、「サ高住」で対応することになると思われる。しかし、入居者の負

担が高く、夫婦での入居は難しい。「サ高住」は国土交通省の所管であり、厚労省から物が言えない。 

（日本病院会定例理事会報告（8 月 22 日）） 

（１）専門医に関する委員会（8／13） 

・緊急に専門委員会を設けることとなった。日本専門医機構からの情報が少なく各機関から不満がある。 

・自治医大の出身者は、卒後、へき地や離島へ赴任するので専門医への道が閉ざされる。 

・研修プログラムの多い大都市圏に医師が流れ、地方へ医師が来なくなる。格差拡大となる。 

・専門医機構へ要望書を出してほしい。 

（２）第 10 回地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会（7／29） 

・平成 26 年度病床機能報告での未報告医療機関へは、督促し、医療法上の対応（公表）をしていくこと

が確認された。 

（３）第 11 回地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会（8／27） 

・病床機能（4 つの区分）を勘違いしている医療機関があるので周知を。 

 

  

項 目 名 内              容 

医療事故調査制度の

施行 

医療事故が発生した医療機関において必要な調査を実施し、その調査報告を医

療事故調査・支援センターが収集・分析することで再発防止につなげるための

制度を施行する。 

看護師等免許保持者

の届出制度の創設 

看護師等の免許を持ちながらその仕事をされていない方に連絡先等をナース

センターに届出していただき、復職への働き掛けを行う。 

特定行為に係る看護

師の研修制度 

今後の在宅医療の推進のため、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書に

より一定の診療の補助を行う看護師を養成し、確保していく必要がある。 

 

 

 

日本病院会愛知県支部ホームページ 

http://www.byouin-k.jp/jha-aichi/ 

主な制度変更（平成 27 年 10 月 1 日）について 


