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November 15, 2013, Tokyo 

シンポジウム５ 

 

大予想 
～こうなる 2014 年診療報酬改定～ 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

日    

時 
11 月 15 日（金）14:40 ～ 16:40 

シン

ポジ

スト 

神田裕二 （厚生労働省大臣官房審議官） 

中川俊男 （日本医師会副会長） 

松田晋哉 （産業医科大学医学部公衆衛生学教授） 

武久洋三 （日本慢性期医療協会会長） 

座    

長 
池端幸彦 （日本慢性期医療協会副会長） 

主    

旨 

 2012 年の診療報酬・介護報酬同時改定から早２年、まさに２０１４年の診療報酬改定は、

徹底した給付の重点化・効率化や給付と負担の在り方の構造改革などを柱とした社会保障国

民会議の最終報告書を受ける形で、中央社会保険医療協議会（中医協）で今正に急ピッチに

その審議が進められている。それらが２０２５年に向けた地域包括ケアシステムの構築を目

指すものであることは間違いなく、その為の医療機能の再編も大きなテーマとなっている。

このシンポジウムでは、そんな中まず今回の改定を仕切る厚生労働省保険局を代表して、厚

生労働省大臣官房審議官の神田裕二先生にご登壇頂き、今回の改定の大きな狙いと主なポイ

ントをお話頂く。 

そしてそれを受ける形で日本医師会を代表して、日本医師会副会長の中川俊男先生には、

その改定案に対する課題や問題点を鋭く突いて頂く。更に学識経験者として、産業医科大学

医学部公衆衛生学教授の松田晋哉先生には、改定の方向性をデータに基づいた理論的な分析

のもと冷静な評価を頂く。そして最後に当日本慢性期医療協会会長の武久洋三先生には、私

達慢性期医療に携わるものの代表という立場から、今回の改定への期待や決意を述べて頂

く。４名のシンポジストにはそれぞれのお立場はあるが、最終的には「国民の医療福祉の向

上」と言う共通の目標に向かって、改定の方向性について、熱い中にも真摯な議論を大いに

期待したい。 
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[座長・池端幸彦氏（日本慢性期医療協会副会長・医療法人池慶会池端病院理事長）] 

 池端でございます。まずもって、昨日、今日と 3500 名を超える過去最大の東京大会にな

りましたこと、日本慢性期医療協会を代表いたしまして、心から御礼申し上げたいと思い

ます。 

さて、いよいよ最後のセッション、シンポジウム 5 になります。皆さんも期待して今日、

お席についている方も多いかと思います。「大予想 ～こうなる 2014 年診療報酬改定～」と

題しまして、現在考えるそれぞれの立場でのトップの先生方を 4 名お招きしております。2

時間たっぷりありますが、ぜひ何か大きなものを持って帰っていだだけるのではないかと、

大変私も期待しております。 

では、お時間がもったいないので早速、まず 4 名の先生方から 15 分程度お話をいただい

た後、シンポジウムに移らせていただきたいと思います。なお、シンポジウムでは、質疑

応答をご了解いただいておりますので、その中で熱心にご討議いただきたいと思います。

まずは、4 名の方にお話をいただいた後に、質疑応答をさせていただきたいと思いますので、

どうかよろしくお願いいたします。 

では早速ですが、本当に大変お忙しい中、今日、朝までお見えになるかどうかわからな

いぐらいにお忙しい、厚生労働省の大臣官房審議官の神田裕二先生にお越しいただいてお

ります。神田先生は医政局と保険局にまたがり、医療保険、医政、医療・介護連携担当の

審議官ということで、まさに日本の医療をどうするかということの中心となる方だと思っ

ております。まず神田審議官のほうからお話をいただきたいと思います。なお略歴に関し

ては、プログラム集をご参照いただければと思いますので、どうかよろしくお願いいたし

ます。では神田先生、よろしくお願いいたします。 
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【講演１】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

大予想 ～こうなる 2014 年診療報酬改定～ 

 

神田裕二氏（厚生労働省大臣官房審議官） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、厚生労働省で医療保険と医政の両方

を担当させていただいております、神田と申します。私のほうから「大予想」ということ

ですが、この冊子の 125 ページに、お手元の資料に入ってございます。それをご覧いただ

きながら、話を聞いていただけたらと思っております。 

いよいよ、平成 26 年の診療報酬改定に向けて議論も本格化しております。今日、お見え

の日医の中川副会長にも中医協の委員になっていただいております。また武久会長には医

療保険部会の委員をしていただいておりますので、普段、一緒に議論させていただいてい

るということです。 

125 ページをご覧いただきますと、普通は大予想するのは非常に難しいというのが一般的

なんですけど、今回、例外的に少し予想できる部分ということでいいますと、今回の診療

報酬の改定の最大の狙いは、病床機能の分化連携、そういうものを進めていくということ

です。 

まず、一体改革が目指しているものを言いますと、日本の病床というのは機能分化が進

んでいないということで、平均在院日数なども長いということがありますので、今回の改

定の中ではまず病床機能をしっかりと機能分化を進めていくような改定をしていく必要が

あるというふうに考えております。 

そういうことで、今、医療部会のほうでは、病床機能の報告制度について議論をいたし

ております。これは次の通常国会に法案を出しまして、医療機関のほうで病棟単位に、自

分の病棟が果たしている機能を高度急性期、急性期、回復期、慢性期という形で報告をし

ていただくということを考えております。 

それと併せまして、この病床機能の分化・連携というのを診療報酬の仕組みと新しく作

ります「財政支援の仕組み」と言われておりますけど、補助金の仕組みを新しく作りまし

て、両方でこれを進めていこうというのが今の考え方です。 

そういう意味で言いますと、今年の 9 月 6 日に既にどういう診療報酬の改定をするのか

ということにつきまして、一定の取りまとめをいたしております。それは 9 月 6 日に医療

部会と医療保険部会におきまして、次の改定ではこういうことをするんだという中身の取

りまとめをしております。 
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普通の年は 12 月の頭に社会保障審議会の医療保険部会と療部会で議論しまして、どうい

う改定をするかを議論するのですが、今年は 9 月 6 日の段階でいったん取りまとめをいた

しております。 

その中で、どういうことをするかということで言いますと、1 つは、急性期病床の役割の

明確化をしていくということでございます。その中で、議論になっておりますのは、急性

期の平均在院日数、今、７対１看護については 18 日となっておりますけれども、それをさ

らに急性期にふさわしい機能にしていくためにはどうしたらいいのかというようなことで

すとか、重症度とか看護必要度、どういう患者さんをその中で診ていくのかということに

ついても、痰の吸引ですとか、褥瘡の処置といったような、療養病床でも診ているような

患者さんについては、７対１の病棟にふさわしいのかどうなのかと、そういった議論、機

能を明確化していこうと。 

現在、７対１だけで 36 万床ぐらいありますので、少し多すぎるのではないかという議論

がございます。従ってそれにふさわしい機能を明確化をしていこう、７対１は少し絞り込

んでいくというような方向で、急性期の機能を明確化していこうという議論をいたしてお

ります。 

もう 1 つは急性期の後の病床、要は、上流のほうの急性期の機能を明確化して、できる

だけ早く退院できる方には退院していただいて、ご家庭であるとか、高齢者向けの住宅で

あるとか、住み慣れた環境へできるだけ早く戻れるようにしていくというのが基本でござ

いますが、すぐに帰れない方々については急性期後の病床というのを、役割を明確化して

いく必要があるのではないか。 

わかりやすく言いますと、急性期から変わったからといって、経営が成り立たないとい

うことのないように、急性期の後の病床でもしっかり経営が成り立つという、その姿を見

せていくというのも、次の改定の大きな狙いではないかと思っております。 

その中で、診療報酬のほうでは、「亜急性期入院医療管理料」といっておりますが、急性

期の病床からの患者さんを受け入れるというようなことですとか、在宅の復帰を支援する

ということ、在宅の患者さんとか高齢者施設で病状が急変した患者さんの受け入れとか、

今、その 3 つの機能を担う、今申しました、急性期の病床からの患者さんの受け入れ、そ

れから在宅復帰の支援、それから在宅患者ですとか、高齢者施設の患者さんの急変時の受

け入れと、そういう新しい機能を担うものを「新たな亜急性期入院医療管理料」と位置づ

けて、そこでもしっかりと経営が成り立っていくというようなことを見せていく必要があ

るのではないかというふうに考えています。 

今、亜急性期病棟というのは一般病床の 3 割までということですが、病棟単位にすると

かですね、もう少し数も増やしていく必要があると思っています。今、亜急性期病棟とい

うのは 1.8 万床ぐらいしかありませんので、急性期のほうを絞って、できるだけ早く、先ほ

ど申し上げた在宅ですとか住み慣れた環境に戻れるようにするということでいうと、その

後の病床をしっかり整備していく必要があると考えます。 
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それからもう 1 つは、さらにその後の在宅の医療ですとかそういうものを充実していく

必要があると思っています。これは「地域包括ケア」と言っておりますけれども、当然、

医療だけではなく介護、地域の生活支援サービスですね、見守りですとか買い物ですとか

いろんなニーズがありますので、そういったものが地域で受けられるような体制を目指し

ていこうということになっております。 

今、申し上げたような基本的な考え方を 9 月 6 日に一応中間的に整理をいたしておりま

すので、従前ですと 12 月ぐらいまで方針がなかなか固まっていないのですが、大きな方向

性としては示されているということで、125 ページのところに書いてございますけれども、

既に上の 2 つ目の丸にありますけれども、一定の考え方が示されている点では珍しい改定

ではないかというふうに思っています。 

もう一点は、消費税対応について、皆さんのところでも社会保険診療報酬というのは、

消費税は非課税というふうにされておりますので、売上に転嫁できないということで仕入

れにかかる消費税が控除できないという問題がございます。これについては、どうするの

かが議論になっておりますけれども、8％、来年の 4 月に消費税が上がりますが、その段階

で医療は非課税のままということでありますので、診療報酬で手当てをする必要があると

いうことです。 

平成元年とか 9 年の時には、検査代ですとか食事代ですとか、あるいは特定の治療行為

でバラバラといろいろなところに点数を引き上げることによって対応したわけであります

が、今の議論としては、できるだけまとめて、例えば診療所であれば初・再診料、病院で

あれば入院基本料のようなところに集中的に点数を付けることによって、いくら手当てが

したのかということを分かりやすくしようという方向で議論いたしております。 

これにつきましても、9 月 25 日に一定の考え方を整理いたしまして、中医協の総会に報

告して了承されておりますので、来年 4 月の消費税対応分としては、今申し上げたような

診療所であれば初・再診料に重点的に評価をする、あるいは病院であれば初・再診料は診

療所と同じように上げたうえで、残りの財源はできるだけ入院基本料に集中的に手当てを

することによって、仕入れにかかる消費税分について対応しようという方向性が一応取り

まとまっております。 

そういうことで、次の改定の最大の課題というのは、社会保障と税一体改革で示しまし

た病床機能の分化・連携を進めていくと、そのために急性期の機能分化と併せて、急性期

後の病床ですとか、あるいは在宅医療などをしっかりと充実させていく。もう 1 つはかか

りつけ医機能を評価するということも、大きなテーマとして上がっております。 

125 ページに 4 つ書いてございますが、改定を進めていく上での留意点ということで言い

ますと、そこに書いてあるようなことが重要な点ではないかということ。ここに書いてあ

るようなことが 9 月 6 日の取りまとめられました、一体改革の関連の診療報酬の改定に関

する留意事項としても触れられているようなことであります。 

1 点目は、先ほども申し上げたように、社会保障制度改革国民会議の中で川上の、いわゆ
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る急性期の病床機能の分化をしていくという政策展開をするのであれば、患者さんの行き

場がなくなることがないように、退院患者の受け入れ体制の整備という、川下の政策と同

時に行われるべきであるということですので、急性期の病床機能の分化だけをやって、平

均在院日数だけを短縮するということをしますと、患者さんの行き場がなくなるというこ

とですので、先ほども申し上げたような急性期後の病床、あるいは在宅医療ですとかそう

いったところの評価をしっかりとして、並行してやっていきたいということでございます。 

それから②ですけども、先ほど申し上げたように医療法改正によって病床機能の報告制

度を新しく法律に位置づけるということになっております。これは先ほども申し上げたよ

うに、医療機関の方で自主的に自分の病院の病棟、これは病棟単位で出していただくこと

になっておりますけれども、高度急性期か急性期か回復期か慢性期かというのを出してい

ただくことになるんですけれども、それと整合性を取りながら考えていく必要があるとい

うことでございます。診療報酬で目指している急性期や高度急性期や亜急性期とか回復期

と、その報告制度がまったく乖離するということがあってはうまくいきませんので、両方

で機能分化を進めていく必要があるということでございます。 

ただ、いくつかの問題がありますのは病床機能の報告制度というのは、次の通常国会に

出しますので普通でいいますと、法案を出しても成立するのはたぶん来年の 6 月とかそう

いうことになるのでは思いますので、報告制度は最も早く施行されても 26年の秋以降とか、

そういうことになるんではないかと。それを出していただいて都道府県において平成 37 年

ですね、2025 年、団塊の世代が後期高齢者になる頃の医療需要というのを見定めまして、

その頃の急性期の病床というのはどれぐらい必要になるのか、あるいは回復期の病床はど

れくらい必要になるのかという必要量を出していただくということになっているわけです

が、その計画を作れるのが平成 27 年度から 28 年度にかけて。26 年の後半に報告を出して

いただくわけでありますので、その計画を作るのに時間がかかります。 

しかし 28 年度にかけて、その地域医療ビジョンというのを先ほど言った将来の、必要な

病床機能ごとの必要量を出していますと、結局、診療報酬改定では 26 年の改定、28 年の改

定と 2 回、そういう病床機能の分化に関することは何もしないでいいかというと、2025 年

に向けましてもう時間があまりありませんので、4 年間、平成 30 年の改定まで何もしない

でずっと待っているというわけにはいきませんので、診療報酬の方でも一定の機能分化を

進めていきながら、病床機能の報告制度もまた、それで示されます地域医療ビジョンを見

定めながら次のステップを踏んでいく。両方で段階的に進めていく必要があるというふう

に考えています。 

3 番目に書いてあるのは、国民会議の報告では「病院完結型から地域完結型」と言ってお

りまして、いろんな機能を雑多に 1 つの病院で担っていれば、その病院の中で患者さんが

移動していればいいということになりますけれども、先ほど申し上げた機能分化を進めて

いくと、それにふさわしいところに移っていっていただく必要があるということになりま

すので、継ぎ目のところでしっかりと患者さんが安心して移れるように情報共有し、次の
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病院をしっかり紹介していく、あるいは在宅に円滑に移れるようにするという、そのつな

ぎ目の部分が大事だと考えています。それが 3 点目です。 

4 点目は、補助金と診療報酬と両方で機能分化を進めていくとなっておりますが、それぞ

れ特長があります。診療報酬は全国一律でやりますが、補助金は地域の特性に応じて個々

の病院に対して補助をすることができるということがございます。補助金というのは通常

は増改築をするとか新築をするとか、ハードをいじるときには対象になりますけれども、

そうでないときには一般には対象になりにくいので、非常に多くの病院の機能分化を促す

ということになると、やはり診療報酬が重要ではないかというふうに考えております。 

これはいろんなところから批判をいただいておりますが、地域医療再生基金というのが

ございまして、使い道でいうと 7 割ぐらいは公的な病院に行っていると。どうしても地域

の中核的な機能になっているところに補助をするということで言いますと、補助金にはど

うしても公的なところに、結果としては流れることが多くなるということですので、民間

の病院の機能分化を進めていくということでいうと、やはり診療報酬が重要ではないかと

考えております。そういう意味で両方の特長を活かしながら、機能分化の行方を進めてい

く必要があるというふうに考えております。 

12 月の上旬に向けまして、次の改定の基本方針を取りまとめるということになります。

具体的な改定率等については、12 月 20 日前後に決まるということになろうかと思いますが、

ぜひ 2025 年に向けてできるだけ適切な所で治療が受けられて、自分たちで住み慣れた所に

早く戻って生活ができるような、そういった体制を目指して今回の改定の中でもそういっ

た方向に向けて努力してまいりたいというふうに考えています。ちょっと長くなりました

が、以上であります。ありがとうございました。 

 

[池端座長] 

神田先生、ありがとうございました。非常に大事なポイントがいくつかあったかと思い

ます。特に亜急性期の川上から川下という言い方をされましたけれども、亜急性期もなん

らかの形で、しかも「新たな亜急性期入院管理料」というものが必要ではないかというこ

とをおっしゃいました。さらに病床機能報告制度との整合性ということにも言及されまし

た。この辺をしっかりと私たちも見定めながら、自分たちの病院がどうあるべきかを考え

ていくべきなのかなと感じました。 

では次に、移らせていただきます。次はもう皆さんご承知の日本医師会副会長の中川俊

男先生にご登壇いただきます。中川先生は、まさに今、日本で最大の医師会の実質的な医

療保険行政のトップを担っている先生で、ご承知の通り、この 10 月末から中医協の委員と

しても再びご参加され、まさに今、週 2 回、3 回という議論の中に入っていらっしゃいます。

では、中川先生よろしくお願いいたします。 
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【講演２】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

大予想 ～こうなる 2014 年診療報酬改定～ 

 

中川俊男氏（日本医師会副会長） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

ご紹介いただきました日本医師会の中川です。神田審議官がスライドを使わないでお話

になりました。私もいろいろ考えたのですが、じっくり私の話を聴いてほしいなと思いま

して、初めてスライドを使わないでお話ししようと思います。 

診療報酬改定というと、皆さん、最初に考えるのは改定率ですよね。一体どのぐらいに

なるのか。最大の関心事だと思います。振り返ってみますと、記憶に新しいところですが、

小泉政権時代の悪夢、マイナス 2.7％、マイナス 3.16％。そのことが、全国の地域医療の崩

壊を引き起こしたというのは医療界の共通認識だと思います。 

そしてその認識はたぶん、以前、自民党の社会部会長をされていた安倍総理もしっかり

と理解していると私は信じたいと思います。直近の 2 回の診療報酬の改定は、全体として

わずかにプラスでした。しかし私は少し見方を少し変えてみた方が良いだろうと思ってい

ます。 

それは、2010 年は医科本体でいうと 4,800 億円のプラス改定でした。改定率にすると

1.74％のプラスです。2012 年は 4700 億円の医科本体のプラス改定でした、1.55％になり

ます。そして今年の年末に決まる、来年度予算の予算編成の一環として決まる改定率はど

うなるのでしょうか。 

先月、財務省は財政制度等審議会を通じて、「プラス改定の環境にはない」という趣旨の

発表をしました。通常、薬価・材料の引き下げ分は医科本体の改定原資、改定財源にする

というのが近年の一貫した流れです。それを小泉時代のように戻そうというのです。皆さ

ん、この意味、わかりますよね。社会保障給付費の国庫負担の削減、2200 億円の削減の実

質的な復活を狙っているのです。 

民主党政権になって 2 回の医科本体、4800 億円、4700 億円のプラス改定が行われたと

言いましたが、それができたのは 2200 億円の削減をやめたからなんです。それをまた復活

しようというのです。あえて申し上げます。改定率を決めるのは、財務省ではないのです。

安倍総理です。ぜひ財務省には自分の役割を見直していただきたいなと思っています。 

詳しい各論はこの後のディスカッションの時にお話ししたいと思いますが、神田審議官

がお話しになった中に、「医療提供体制をどうするか」というお話がありました。今日、お

集まりの方は、病院の経営者の方、勤務医の方、そして医療機関に従事されている方がた
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くさんいらっしゃると思います。 

一体、自分の病院をどのように経営していったらいいのか、自分が勤めている病院がど

の方向に行くのか、今の病院に勤めていていいのかと考えますよね。重大な岐路に立って

いると私は思います。そしてその背景には、昨年閣議決定された、社会保障と税の一体改

革大綱があります。そして、今年になって行われた、社会保障制度改革国民会議の議論。

これを踏まえて、厚生労働省は診療報酬改定および医療提供体制の改革をするのだと言っ

ています。 

神田審議官がお話しになったことを皆さん、聴いたことを、審議官が言ったとおりに全

部決まっているのだと思ってはいけませんよ。これから決めるんですから。特に中医協を

中心に、もしくは、社会保障審議会の医療保険部会、医療部会で決めるのですから。ぜひ、

全国からいろんな問題点、ご意見を諦めずに声を上げ続けてください。 

医療提供体制についてはまず、厚生労働省のちょっと細かい話になりますが、医政局の

会議で検討している病床機能の報告制度を来年度から開始します。それは国が、もしくは

都道府県が皆さんに命令するのではなくて、自分の病院が今、どういう機能を持っている

のか、近い将来、自分の病院がどういう機能を目指すのかを報告するということなんです。 

そして、都道府県ごとに地域医療ビジョンを策定します。その策定は都道府県庁がやる

のではないのです。都道府県庁はもちろん入りますが、医療関係者、そして患者さんが入

ります。そして、いろんな役割分担、保険者も一応入ります。そして各都道府県に合った

地域医療ビジョンを決めるんです。ですから、47 都道府県あれば、47 通りの地域医療ビジ

ョンができます。そしてその県内でも、いろんなビジョンがあると思います。最終的には

医療計画に書いてもらいますが、そのためには積極的に関与してください。 

７対１の病院が多すぎると、まるで７対１の病院が悪いかのような論調があります。患

者さん、ご家族から見たらどうでしょうか。７対１の病院が、看護師さんが多すぎると思

う人がいますか？ 私の病院は急性期の脳神経外科の専門病院ですが、７対１の看護体制

は決して潤沢に看護師さんがいるとは思っていないんです。 

ですから、いろんな関係から、看護師不足とか財源の関係だとか、いろんな理由から７

対１が多すぎるといわれているに過ぎないと思っています。そこでいかに７対１を減らす

かという議論が行われているのですが 1 つ 1 つ皆さん、疑問を持ってください。 

そして、大きな論点の 1 つは亜急性期病棟の創設です。病棟単位に亜急性期をつくると

いうのは新しい提案ですが、ここで私が大問題だとしたのは、介護施設もしくは在宅医療

を受けている高齢者が新たな疾患を急性発症したり、もしくは、もともとある病気が急性

増悪した場合に、当初は亜急性期病棟でもしくは亜急性期機能の病院が診るべきだという

提案が厚労省からなされました。驚きました。その発想の背景は、「サブアキュート」とい

う考え方です。亜急性期というのは、急性期の後の「ポストアキュート」が普通の発想で

すが、サブアキュート、これは「軽症急性期」という考え方です。高齢者が急性発症した

り、急性増悪したら軽症急性期とみなして亜急性期機能の病院で診ればいいということな
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んですよ。そんなことは絶対に認められません。 

軽症急性期という診断は、適切な病院に運ばれて、そしてしっかりと診断や治療を受け

た結果として、軽かったかどうかが初めてわかることです。それを介護施設や在宅にいる

高齢者だからといって、まさに急性期医療でやらなくて亜急性期という安めの医療費で済

ませようという発想だと、私は感じて憤慨しました。しかし、繰り返し議論した結果とし

て、厚生労働省も、神田審議官のご指導が良かったんだと思います。それは誤解であると。

高齢者も急性発症したり、急性増悪したりすれば当然急性期病床で診るんだというふうに

変わってきました。 

誤解の 1 つは、亜急性期病棟をつくる時の要件に、「2 次救急病院の指定を取る」という

要件があります。これを正確に解釈すると、亜急性期病棟を持つ病院の要件が 2 次救急を

取るという解釈だというふうに変わったと思います。そして、その病院に高齢者が急性発

症で運ばれた場合は、そこの急性期病床、急性期機能で診るんだという意味だというふう

に変わってきたと思います。これから病床機能報告制度で、各医療機関が高度急性期、急

性期、回復期、慢性期という機能を報告しますが、ぜひ診療報酬だけを念頭に置いた報告

ではなくて、この地域で自らの病院がどこを目指すべきなのかということを、いろんな情

報を収集して冷静に判断していただきたいなと思います。 

医療経済実態調査が発表されましたが、「なかなか経営状態がいいじゃないか」という人

がいます。それはわかりやすくいうと、支払側、財政当局、財務省なのですが、あれは、

診療報酬改定を挟んだ直近の 2 年間の比較ですから、改定を挟んで 1 年前とどうだったか

という単なる比較です。若干のプラスもありますが、微増にとどまったり横ばいだったり、

いろんな項目が出てきます。今は時間の関係で申し上げませんが、決して良くはありませ

ん。 

小泉政権時代の大幅な医療費抑制策で、崩壊した地域医療はまだまだ回復過程の途につ

いたばかりだと思っています。ぜひ、年末の予算編成では、日本医師会は厚生労働省とタ

ッグを組んでプラス改定を実現したい。厚生労働省は財務省の圧力をすごく感じる繊細な

省庁です。国民の命と健康を守る主幹省庁として堂々とやってほしい、困った時には日本

医師会が全力で守るからと、神田審議官には毎日のように言っています。ちょうど時間と

なりました。ご静聴ありがとうございました。 

 

[池端座長] 

 中川先生、ありがとうございました。神田審議官とタッグを組んでプラス改定に向けて

頑張るという決意表明をいただきました。ありがとうございました。病床機能の分化等に

ついてはシンポジウムで議論していきたいと思います。ありがとうございました。 

引き続きまして、今日本で一番、病院機能分化に関するデータを持った理論的な武装を

されている先生ではないかと思います。産業医科大学医学部公衆衛生学教授の松田晋哉先

生に、データに基づいた理論的分析をもとに、病床機能分化と診療報酬がどうあるべきか
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をお話しいただければと思います。松田先生、よろしくお願いいたします。 
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【講演３】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

大予想 ～こうなる 2014 年診療報酬改定～ 

 

松田晋哉氏（産業医科大学医学部公衆衛生学教授） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 産業医科大学の松田です。私は研究者ですので、あまり診療報酬がいくらになるかとい

う予想はできないんですけれども、実際データを見ていてこういうふうになったらいいな

ということで、少しお話をさせていただきます。 

2025 年というのは、いわゆる団塊の世代の人たちが後期高齢者になって、少ない若者で

多くの高齢者を見るという時代ですが、それともう 1 つ大事なことは、年間 160 万人以上

が死亡するといういわゆる多死時代になることです。現在日本人の 8 割の方が病院で亡く

なると考えると多死時代の病院のあり方をどうするのかということを考えなくてはいけな

いと思います。 

少しデータに基づいてお話ししたいと思います。私どもの教室では、今、ナショナルデ

ータベースなどを使って、各医療圏ごとの地域ごとの現在の医療提供体制の状況や将来の

予測をやっています。今日、この八女筑後医療圏という福岡の中では高齢化した所でこれ

からどうなるかということを、分析した結果をお話しします。 

スライドは八女・筑後医療圏の人口推移です。これからの 20 年ぐらいの間に、さらに 20

万人以上の人口が減っていくという、過疎が進んでいる地域です。人口ピラミッドですが、

2020 年から 2030 年にかけて、もう下のほうが狭いという植木鉢みたいな構造になってい

るわけですが、こういう状況になったときに、医療の提供体制というのは、医療状況がど

ういうふうに変わっていくのかということを少し推計してみました。 

この推計の仕方はどういうふうにやっているかといいますと社人研が出している人口の

推計と現在の患者調査で出されている症例別の外来治療率などを使って推計しています。

例えば八女・筑後医療圏の傷病ごとの外来の推計はこうなります。この地域は非常に高齢

化が進んでいます。実は外来受療率は下がってきています。 

上がってくるものとしては、脳血管障害これは慢性期も含めてですけども、そういった

循環器系、精神疾患そういうものが少し増えますが、こういうものは外来でいうとほとん

ど減っていってしまう。他方で、入院が非常に変わってまいります。何がこれから増えて

くるかといいますと、肺炎です。高齢化が進んでいる八女・筑後医療圏でも、大体今の例

でいうと 50％増しになってくる。これから高齢者が肺炎になるということです。非常に多

くの方たちがこれから高齢化するにつれて、肺炎が増える。それに加えて心不全、骨折、
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脳卒中の後遺症が増える、後遺症を含めて脳卒中の患者さんが入院では増えてくることに

なります。 

患者さんをどういうふうに診ていくかというのは、必要病床数のシミュレーションがい

る。これは粗い推計ですけども、急性期の入院、一般病床の入院の病床稼働率が 80％、慢

性期と精神が 90％。例えば高齢化の進んだ八女・筑後医療圏では、もう一般病床は増えま

せん。他方で増えるのは療養病床です。療養病床が、これから両方で併せていくと、大体

200 床から 400 床くらいの間で必要になってくる。これからニーズが上がってくるのは、

療養病床ということになります。 

ところが、やはり社会的入院の温床だという批判もありましたし、これ以上、病床を増

やせないということになりますと、基本的には在院日数を絞るしかないんです。例えばこ

の高齢化が進んでいる八女・筑後医療圏では、平均在院日数は、あと 2 日ぐらい短くすれ

ば一般病床はもつだろうと。 

他方で療養病床に関しましては、大体これは、今からでいうと 2 カ月から 4 カ月くらい

平均在院日数を短くしないと増えてくる高齢者をまかないきれないということになります。 

そうしますと、基本的には落ち着いた患者さんには退院していただくということになるわ

けですけども、療養病床を退院される患者さん、どういう患者さんかというと、要介護レ

ベルでいえば 3、4、5 となってくるわけです。 

さらにまかないを必要とするような介護度の高い患者さんが増えてくる。そういう方た

ちをこれからどうやって、在宅あるいは施設でみていくのかということがまさに問題にな

っています。 

私たちは救急の分析もしているんですけども、最大の特徴として、高齢者の肺炎の救急

搬送が増えています。高齢者救急搬送、肺炎の救急搬送の特徴というのは、1 つは繰り返す

ことです。もう 1 つは施設からの搬送が大半を占める。施設からの搬送の場合には、かな

り身体的に拘縮があって大変なことがありますし、それから非常に高い割合で認知症を合

併しています。そういう患者さんを救急で診るのはなかなか大変な話であります。こうい

う時代の急性期の救急のあり方ということも考えなければいけない時代になっているだろ

うと思います。 

実際に介護保険が始まって古いデータで申し訳ないんですけれども、10 年ぐらいたって

何が起こっているか。介護保険はもともと脳血管障害、筋骨格系疾患、認知症これを 3 大

疾患としてシステムを組んでいったわけですが、実際にはがんですとか、ＣＯＰＤとか慢

性心不全、いろんな多様な疾患で介護保険を使う方が増えてきています。要するに利用ニ

ーズが高い方たちが介護保険を使うようになっている。これをどう考えるか。 

これからの高齢社会、どういう社会かというと、急性期医療を必要とする患者さんが増

えますし、継続的な医療を必要とする患者が増えますし、看護ケア、リハケア、ＡＤＬケ

アを必要とする患者さんが増えるということ。これからの在宅医療を考えたときに、たぶ

んその診療所の延長線上に、診療所の外来の延長線上としての在宅医療ではなくて、これ
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からは入院医療の延長線上としての在宅医療として考えていかないと、もたない時代にな

るなと思います。 

しかも、中川先生がいらっしゃる前で非常に言いにくいんですが、これから高齢者にな

られる方たち、私が小学生のときにゲバ棒を持って暴れていた人たちですよね。そういう

方たちがこれから高齢者になってくるということを考えると、たぶん黙って治療は受けて

くれないと思います。そういう方たちが増えてくる、しかも死亡数が増えてくる。こうい

う時代にどういうふうように、この地域医療をつくっていくかということを、私たちが求

められていることと思います。 

そういう意味ではこの在宅療養を支援する病院を拠点とするネットワーク化をやってい

かないともたないんだろうと思います。これからの地域医療というのは、地域全体を 1 つ

の病棟とみなすような形で、そこにいる医療機関の方たちが連携をしながら、その在宅で

みられる医療は在宅でやっていくということをやっていかなければいけないし、柔軟にこ

れが回るような仕組みをつくっていかなきゃいけないと思います。基本的には急増する肺

炎とか心不全の患者さん、それから、がんをもった患者さんの在宅療養をどのように実現

するかということを考えていけば、モデル化できるのかなと思います。 

考えておくべき重要事項ですが、高齢者施設で発生する肺炎、心不全にどのように対応

するか。これを急性期の救急で全て引き受けていると、たぶん急性期の病院は麻痺してし

まうと思います。そうすると介護保険の施設であっても、ある程度の医療はできるように

しないといけません。そうすると、このサービスは基本的には医療保険でみられるべきだ

と僕は思います。 

それから、亜急性期の病院、これはたぶん医療と介護の接点になると思いますので、こ

この機能は重要で、この急性期からの受け皿機能、在宅ケアの支援機能、これをどういう

ふうにつくっていくかが、データから見ても重要なのではないかなと思います。 

もう 1 つ考えなければいけないのは、医療機関、介護機関というと、社会保障のコスト

の話になっちゃうんですが、高齢社会において、医療機関・介護施設が果たしている役割

っていうのは、医療・介護だけではないですね。地域の安全、安心を保証しているという

機能があるだろうと思います。そうするとこの医療介護施設が提供している安心を保証す

る機能をどういうふうに地域に開放していくか、こういうことも考えなければいけないん

じゃないかというふうに思います。 

ちょっと古いデータで申し訳ないんですが、福岡県で 180 日超入院入所されている、高

齢者の方の全数調査をやりました。なぜそういう方たちが、退所退院できないのか。退院

退所できる方とできない方で比較をした分析をしたんですけども、細かいデータは別とし

まして、大きい所だけ見ていただければいいのですが、退院できない患者さんというのは、

別にＡＤＬが悪いわけではありません。認知症レベルもそんなに悪くはない。ただ生活の

安心感がない、いきがいがない、経済的な支援がない、自宅がないという方たちがどうし

てもたまってしまう。 
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そういう方たちを出すのは簡単ですが、独居の高齢者の方が、とりわけこういう状態の

方たちが家に戻ったときに、食事をどうするのか、あるいは入浴をどうするのか、毎日病

院には誰かいて毎日話しかけてくれるわけですけども、そういう社会的な環境をどうする

のか、たぶんそういうものを地域の中でつくっていかない状態で、在宅に帰すのは非常に

残酷なことだと思います。そもそも社会的でない病院というのは、療養病床での長期入院

ではあり得ない話だと思いますので、そうすると社会的な原因というものをちゃんと地域

全体で担保するということをやっていかなければ問題は解決できないだろうと思います。 

そういう意味で、地域包括ケアをいかにこれから実現していくのか、これがこれから 10

年間の一番大きな課題だろうと考えています。そのモデルとしてはいろんな地域の研究を

やっているんですが、その 1 つに尾道医師会を少し見ているんですけども、尾道医師会の 1

つのポイントは、ケアカンファレンスです。 

ケアカンファレンス、大体主治医の先生のところでやることが多いみたいですけど、そ

こに医師、いろんな職種の方、ケアマネジャーさんが参加する。そこで何をやっているか

というと、患者さんが、対象者の方が持っている医療上のニーズを主治医が判断して、医

療のサービスを貼り付けていく。その方が持っている介護だったり生活資本の問題だった

りということをケアマネジャーさんが判断する。 

そうやってその人に必要はサービス、医療、介護、生活、そういうものに対して何が必

要なのかということを判断して貼り付けていく作業、そしてそれをモニタリングするとい

う機能をやっている、それがケアカンファレンスだと思います。これをまさにコミッショ

ニングという言葉で代表するんですけども、ケアカンファレンスが本来果たすべきである

コミッショニングという機能をどのようにいろんなところできちんとやれるようにしてい

くのか。安定した在宅医療をやっていくためには、重要だと思います。 

確認しておくべき事項は、地域包括ケアは箱物ではないと思っています。機能だろうと。

その機能はコミッショニングで、こういう医療と介護・生活、施設と在宅、フォーマルと

インフォーマル。こういうものの必要性を判断して貼り付けていく、貼り付けていった後

にモニタリングをしていく。その機能の全体を主治医機能、ケアマネジャーの機能として

どういうふうに評価していくかということが重要であると思います。 

ただ、これをいきなりつくるのもなかなか難しいですので、そうするとこういうものを

やっている場所を 1 つのモデルとして、とりあえずまず考えていくことがいいだろうと思

います。そうするとこういうことがそろって人材がそろっているところって、医療のほう

でいえば慢性期医療ですし、介護いえば老人保健施設ですよね。 

そうするとそういう所では地域包括ケアのモデルというものをうまくつくっていくとい

うことが大事だと思いますし、地域全体で回すとなれば、地域医師会、地区医師会の調整

機能が重要になってくるんじゃないかと考えています。 

病床機能の報告制度が始まりますが、ＤＰＣ病院だけじゃなくて、慢性期、有床診療所

も含めてデータを出すということになります。基本的には、今、候補の 1 つとしては、電
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子レセプトのデータからこちらの方であるプログラムを開発してそれを各病院にお配りし

て、それをパソコンの中に入れていただいて、それでその電子レセプトを、その中に通す

と、患者さんの情報が全部のぞかれて、それぞれの高度急性期、亜急性期、回復期、慢性

期に相当する医療行為、それぞれをただそれだけを抜いてくるっていう、そういう仕組み

で報告をつくることをやったらどうかということを、研究者としては提案をしているとこ

ろです。 

７対１とか 15 対１とか、そういうことではなく、おそらく地域において、例えば一般急

性期、亜急性期という言葉がいいかどうかわかりませんけど、回復期という言葉、こうい

うニーズがたくさんあるのに、それに対応する病床数が少ないということであれば、それ

はやはり訂正していただくことになるだろうと思います。そういうものをその地域の、先

ほど中川先生がおっしゃいましたように、地域の関係者全体で考えていって、それぞれに

地域で望ましい医療提供のあり方を考えていかなきゃならないと思っています。 

冒頭でお見せしましたような、医療機関・地域別の傷病構造の推計をするソフトという

のを私たちの研究班で開発しております。これを年度末に皆様にお配りする予定になって

います。これはもう無料で配られると思います。多少使っていただいて、地域医療ビジョ

ンを考えていただきたい、こんなふうに思っています。 

最後のまとめですが、今度の診療報酬の改定で私が評価してほしいと思うこと。これは

私見です。今後 10年の医療政策は地域包括ケアの具体化を中心に動くと予想されますので、

コミッショニング機能をきちんと評価していただきたいなというふうに思います。 

それから、急性期以降のケアは、在宅ケアを支援する病院が非常に重要になってきます

ので、在宅これは施設を含みますが、そこでの肺炎治療に代表される在宅ＬＴＡＣ。それ

からその在宅での入院。上記を支援するＬＴＡＣですね。こういうものをきちんとして、

きちんと診療報酬で評価していただきたいなと思います。 

加えて地域のナースステーション、訪問看護というものを医療のほうの診療報酬できち

んと評価していただければ、たぶん安定した地域医療ができるのではないかと考えていま

す。以上です、どうもご静聴ありがとうございました。 

 

[池端座長] 

ありがとうございました。療養病床のニーズが高まる。ただし、平均在院日数を縮める

努力も必要で、地域包括ケアの中における自院の役割、それをどう考えるかということ、

こういう答えをいただきました。実は松田先生と私、この 10 月から地域包括ケア研究会に

入らせていただきました。今まで、地域包括ケア研究会は、関係の方と在宅医療の方だけ

だったのですが、そこに病院関係のメンバーを入れたということは、たぶん、地域包括ケ

アの中にも、病院機能というのが非常に重要ではないかということを老健局も理解されて

いるのかなと思っております。また後で議論していきたいと思います。 
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では最後です、我らが会長、武久洋三先生にご登壇いただきます。もう何も言いません。

先生、どうかよろしくお願いいたします。 
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【講演４】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2025 年に向けた 

病床機能再編と慢性期医療 

 

武久洋三氏（日本慢性期医療協会会長） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 第 21回日本慢性期医療学会、今日は 2日目の最後のセッションですが、大変お忙しい中、

駆けつけてくださいました厚生労働省の神田審議官、そして日本医師会の中川副会長、産

業医大の松田先生、本当にありがとうございます。私が最後になりましたが、3 人のそれぞ

れのシンポジストの方、特に中川先生と私では多少意見は違いますが、それはそれとして、

国民の健康が十分保たれるように、地域医療が進んでいくようにという最終的なベクトル

では同じだと思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。私の今日のス

ライドは、願望も込めて出しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 今、出てまいりましたような病床の名前について、私はまあ、むしろ枝葉末節とまでは

言わないですが、名前で患者さんが来るわけではないというふうに思っています。患者さ

んはどのような患者さんが来てくれたから、その病院の病床機能というのは結果的に決ま

るのであろうと思っております。 

結局、行政が病床機能を決めたり、医療機関が決めたりするんじゃなく、患者さんに選

ばれる医療機関でありたいと思っております。結局、来られた患者さんを誠実にできるだ

け早く適切に治療をして、良くしてあげるということしか、我々医療人にはできないとい

うふうに思っています。その病院の機能にあったような患者さんしか、結局は受診してい

ただけません。そのためには、我々病院経営者自身が、どのように診療機能を高めるかと

いう一点に集中するんではないかと思います。 

いろいろ問題がありますけれども、国民健康保険が都道府県単位になります。保険者が。

そうなってくると、医療機関に対する都道府県知事による医療機能の転換等の要請または

指示というふうに、最後に 1 行で書かれますと、私は日頃は徳島県におりますが、徳島県

は過疎ですね。どちらかというと人口がどんどん減ってまいりまして、昭和 63 年に地域医

療計画ができましたときにいた人口からもう既に、10 何万人も減っているわけです。 

医療費を減らそうと思えば、介護保険料と同じように保険料を減らしたいという誘惑に

かられることは必定ではないかと思っております。65 歳以上の医療費が半分以上になって

いることも、現実問題として大きなウエイトになってまいります。これが 1985 年と 2010
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年、2025 年、2040 年、私は少なくとも 30 年ぐらいのスパンで病院の経営を見ないといけ

ないと思っておりますけれども、現実問題として、淡路島でありますと 65 歳以上は 28000

人だったのが、43000 人になって、2025 年には 46000 人ですね。そこからどんと下がっち

ゃう。東京都はやっぱり 150％、123％上がっていく。全国的には少し、微増する。そうな

っていくと、2040 年にどのような形になるかを類推していかないといけないというふうに

思っております。 

地域医療を守るためには、医療機関全体が頑張らないといけないということです。それ

で、26 年の改定は急性期病床の削減、亜急性期病床の拡充、老人収容機能病床の施設化、

医療の先鋭化というようなことなるのではないか。遠藤久夫先生が「急性期の呪縛からい

かに脱するか」とおっしゃった。要するに、急性期・慢性期と言われると、急性期のほう

がいいようなイメージありますからね。「うちは急性期だ」って言いたいのはわかるんです

が、この呪縛から脱するという言葉が非常に印象的でございました。 

では、一般病床のほうが療養病床よりもはるかに機能が上で、療養病床なんてろくな診

療機能がないと信じている人がいまだにいるとすると、4.3 平米の 8 人部屋や 10 人部屋の

方が 6.4 平米の 4 人部屋に本当にトータルの診療機能として勝てるのかと。 

今、「どこまでが」「どんな人が」「どんな治療が」急性期医療で、または慢性期医療、そ

れぞれが勝手な立場でそれぞれの立場で、お話をしているというふうなことだと思います。

療養病床のようにスタッフの少ないところがサブアキュートを診られるわけがないと言う

人がいますけれども、現実問題、療養病床の入院基本料の 1 というのは、非常に多くの重

症を診ているということです。 

十分な医療機能を有していることを認めたくないという方もいらっしゃるかもわかりま

せんが、現実問題として、療養病床の入院基本料というのは、いろいろありますけれども、

Ａ項目が 2 点以上の割合の人が実に、60％、50％というふうに、病院によってはものすご

い％で入院なさっているわけですね。こういう状態の患者さんをじゃあ、療養病床、入院

基本料すれすれのスタッフで診られるかといったら、これは診られないですね。 

事故が起こりますと訴訟になる。訴訟になると「いや、うちは慢性期病院ですから、こ

れぐらいのことよろしいですか」と言っても、誰も聞いてくれない。そのためにはやはり、

事故が起こらないように医師や看護師らを加配する。 

調査によりますと、大体、医師は 48：1 ですが、32：1 ぐらいになっておりますし、介

護も看護も大体 25％～30％加配をしているということがわかります。しかも医療療養の

20:1 は、平均して医療区分の 2、3 が、まず 9 割ということになっています。 

一方で、2 つの病院があるとすると、ベッドは 210 床と 150 床ですけど、やっぱり人工

呼吸器が 15 人、気管切開が 49 人、酸素投与が 37 人とこのように重症の手間がかかる人が

いっぱいいる所とそうでない所が、法定の看護師としてはほとんど一緒に扱われている。 

これでは本当に重い患者さんを診ている所の一人あたりの看護師さんの仕事量というの

は、莫大なものであると考えております。一方で、一般と療養の中で差別がありまして、
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特に超重症の加算につきましては、昨年の 7 月 13 日に年齢に関わらず意識障害がある方は

加算をとってもいいということになっていますが、療養は取ってはいけない。診療報酬は

非常に低いということで、いろんな差別もまだ現実にございます。 

東京での 3 病院の比較ですが、病院に来るまでに高度急性期病院に何日間入院していた

かというと、2 カ月以上入院しているんですね。だから我々の所へ来るときには、もうリハ

ビリテーション期限の半分を過ぎてしまっている。現実に、本当の急性期病院ばかりの一

般病床ではないんです。急性期機能がちょっと危ういなっていう所が、「うちは急性期だ、

急性期だ」って言っているような気がしてなりません。今後、平均在院日数の条件を変え

ていくとか、看護必要度の厳格化とか、初期の入院基本料を増額してその後を減らす、安

くするとか、いろいろ考えると思います。 

特定除外日数が 90 日から、たぶん亜急性の基準の 60 日になるんじゃないかと思ってい

ます。急性期であまり長く、2 カ月も 3 カ月もいるという状態をなくすためには、最初は高

いけれども、どんどんと入院させておくと入院費は減っていくという算段をなさるんでは

ないかと思います。 

療養病棟の入院基本料というのは、一番上の区分で 20:1 では 1 万 7690 円、25:1 では 1

万 7060 円ですから、630 円の差ですね。これで、片方は医療区分 2、3 が 80％で片方が何

の縛りもないというような、20：1 と 25：1 の現状の格差是正もたぶんポイントになるん

じゃないかと思っております。 

一方で、ポストアキュートへの紹介の促進ということで、入院 3 日までに転医を紹介し

た場合には３万円というようにするとか、現実問題、高度急性期に 2 カ月もいるわけです

から、2 週間後、1 カ月目に送ってくれても、ポストアキュート、要するに転院紹介ですか

ら、早く転院することによって急性期病院にも点数を上げていただけると、転院は促進さ

れるのではないかと。 

病床区分について、医師会案、厚労省案などがあります。急性期を分けて亜急性期、回

復期を回復期にしているという見方をする人もいれば、人によって解釈がいろいろでござ

います。 

先ほどから言われているように、この 3 つの機能を選ぶということですが、実は、私ど

ものよく知っている病院で調べてみましたところ、サブアキュートを亜急性どころか 15 の

慢性期病院で調べたところ、ポストアキュートを受けているのは東京のほうは 70～80％。

大阪でもそもそも都市部は多いんですが、逆に言うと、ちょっと田舎のほうに行きますと、

サブアキュート、特養、老健、在宅から来る患者さんが非常に多いところがあります。 

都会はむしろサブアキュートは救急病院と言っている中で、田舎に行きますとサブアキ

ュートも慢性期病院が受けているという結果が出ておりますので、どこを選んで行くかっ

ていうのは、その患者さんの自由ではないかと思っております。 

ＡＤＬについては、6 カ月以上を過ぎた患者さんのリハビリテーションが問題です。算定

日数制限後、その後 6 カ月、同じようにやっていた場合、実に廃用症候群は算定日数が終
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わった後のほうが 8割も良くなっている。他のリハビリについても 40数％良くなっている。

すなわち、算定日数を超えた部分についてもリハビリをちゃんとやっていたら、非常に良

くなっているという事実があります。 

どういうところが良くなっているかというと、食事、排泄、移動ですね。リハビリテー

ションというのは回復期であろうとなんであろうと、どうしても必須なアイテムでござい

ます。こういうことで亜急性から慢性期、在宅医療まで、慢性期医療の必要性と重要性が

求められておりますけども、現実問題として、私現場でやっておりますと、ターミナルと

いうのは一時、本来は心肺停止になったときに、心肺蘇生をするかどうかという意味であ

ったのが、高齢になったので病気になっても一切治療しなくてよいのではないかという意

味にすり替えられているようなところがあります。高齢であっても治る病気は治すべきで

はないでしょうか。「良質な慢性期医療がなければ世界の医療が成り立たない」と、私は今

日、第 3 回アジア慢性期医療学会ということで、大きく主張したいと思います。 

私たちは、日本における慢性期医療を横断的に組織して一生懸命、診療の質を上げてい

こうとする学術団体と思っております。単に、慢性期病院の皆さんに集まっていただいて、

条件闘争するという気持ちは全くございません。やっぱり、良質な医療を求めて、学問と

して適切な評価をしていただきたいということが私の希望でございます。どうもご静聴あ

りがとうございました。 

 

[池端座長] 

武久先生、ありがとうございました。一般病床との差をなくしていく。地域差というこ

とも考えながら、サブアキュート問題を考えなきゃいけない、そしてリハビリテーション、

特に慢性期リハビリテーションの重要性等をご指摘いただきました。 

では早速ですが、4 名の演者の方、ご登壇いただきまして、これからシンポジウムに移らせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。
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【パネルディスカッション】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

[池端座長] 

 シンポジストの方、よろしいでしょうか。少し議論をしていきながら、途中で質疑、ご

質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方、マイクが 3 本、4 本、あると思います。

手を挙げてご質問していただければと思います。よろしくお願いいたします。 

では、時間があと 50 分余りございますので、少し議論を進めていきたいと思います。手

元に、平成 26 年診療報酬改定の基本方針について、厚生労働省が書いた試案があります。

その中で特に重点課題ということが、機能分化と在宅の一点集中だということで上げられ

ています。この辺りから議論していただかないといけないと思いますが、まずその前に、

これはたぶん、このフロア、そしてシンポジストの皆さん方も共通の思いではないかと思

いますが、改定率がどうなるかによって、この議論は大きく変わってきます。 

改定率がどうなるか、もちろんまだ神田審議官はここでお答えできないと思いますが、

見込みなり、もしご無理でしたら決意表明でも結構です。中川先生も応援していただける

ということなので、その辺の現状をお話しいただければ思います。神田先生、いかがでし

ょうか？  

 

[神田氏] 

 現時点では当然、「何％になります」というようなことが言える状況ではございません。

先ほど中川副会長から、「いつでも応援します」とおっしゃられましたが、健保連や協会健

保の方々は診療報酬の引き上げには大変慎重な立場ですので、これから年末に向けてどう

するのかということだと思っております。 

ただ、私どもの大臣も今の段階で、プラス改定にしますとかいうことは申し上げており

ませんけれども、次のテーマが 2025 年に向けた税と社会保障の一体改革で、「消費税を上

げたらこういう医療提供体制を目指すんですよ」という国民とのお約束をしているわけで

すので、そういった改定がしっかりできるようにしていきたい。 

財務省は、「薬価改定は財源とは言わない」ということを、財政審では議論されておりま

すけども、この間、平成 22 年、24 年とわずかのプラス改定ではありましたけども、薬価差

が出てそれをそのまま、医療機関にお返ししているということではなくて、やはり重要な

テーマということで、救急ですとか産科ですとか、小児科ですとか外科ですとか、非常に

疲弊していたところにその薬価の財源を充当して、何とかその医療提供体制を守ってきた

ということかというふうに思っておりますので、大臣は「薬価改定の財源も活用して、し

っかりと一体改革で示した医療提供体制ができるような改定をしていきたい」と申し上げ

ているということだけ、お話しさせていただきたいと思います。 
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[池端座長] 

ありがとうございました。当然、この時点で何％とは言えないと思いますが、薬価改定

財源だけでも死守していかないと、これはもう話にならないということだと思いました。

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

では、いくつかの大きな重要課題があって、入院医療、そして外来医療、在宅医療、そ

してネットワークという 4 つの重点課題が出ております。やはりここは慢性期医療協会で

もありますので、入院医療、特に病院機能分化ということで、今、4 人の先生方のお話があ

りました。 

若干、違う立ち位置の先生もいらっしゃいますが、でも、ある意味共通していることは、

そこにいる患者さんが求める医療を提供していくんだということでは、誰も異論がないの

ではないかと思います。 

その辺を含めて、サブアキュート問題をどうするかというところですが、もう一度、特

に中川先生以下、3 人の先生方にご意見をいただきたいと思います。中川先生、いかがでし

ょうか。 

 

[中川氏] 

 日本医師会では、「サブアキュート」という言葉を使わないようにしています。「軽い急

性期」と言うのであれば、それは診断の結果ですので、そういう問題は存在しないと思っ

ています。 

 

[池端座長] 

 ありがとうございました。いま、有床診療所の先生、非常に頑張っている先生方が多く

いらっしゃいます。在宅で療養中の患者さんが肺炎を起こした時、地域の在宅医療に関わ

る先生方が駆けつける。有床診療所で、非常に頑張っている先生方がたくさんいらっしゃ

ると思います。そうした在宅患者さんの急変に対応するのは「サブアキュート」ではない

かなという気もします。その辺りはいかがでしょうか。 

 

[中川氏] 

有床診療所で頑張っている先生、本当に頑張っている。私は敬意を表していますが、診

断の結果として軽いのです。ですから、最初から「高齢者は軽いんだ」というふうに、「サ

ブアキュート」という言葉から聞こえるのです。それが問題だと言っているわけです。 

 

[池端座長] 

 有床診療所の先生方が診断した後、対応できない場合には急性期病院に紹介するのだと

思います。我々、療養型の病院も自分たちの身の丈を知っていて、自院で診られないもの
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を放していくこともあるのでしょう。武久先生、いかがでしょうか。 

 

[武久氏] 

中川先生のおっしゃる通り、「高齢者の急性期がどうでもいいんだ」なんて、誰も思って

いないと思うんですね。ただ、救急患者にも酔っ払いのけんかから、非常に高度な手術を

要する疾患まで、様々です。そうした救急患者さんがすべて 2 次救急や 3 次の救命救急セ

ンターに押し寄せているのが現状です。 

しかし、一般の救急指定の場合でも、1 次救急、2 次救急、3 次救急と、2 次救急に来た

けれど手に負えない緊急手術の人は 3 次救急に送っているわけですから、そういう意味で

は、地域の中で、近くの慢性期なり亜急性期なり、山田病院でも田中病院でもいいでしょ

う、そういう病院にまずかかって、そこで「いや、これはちょっとだめだ」ということで、

3 次救急へ送るというようなステップというのは、今、現実に働いているわけです。 

ですから、そういう患者さんは一切、救急病院以外へは行ってはいけないと言っても、

現実にはそういうふうに動いているということもございます。 

たぶん、中川先生は基本的なことをおっしゃっているんだと思いますね。現実に地域医

療って、その中で完結するわけですから、その中に緊急手術ができるような病院がなけれ

ば、当然そういう所へまず行って、そこから救急車で高度急性期病院へ行くというのは、

手順としては一緒だと思っています。 

 

[池端座長] 

 はい、ありがとうございます。中川先生、何かご意見をお持ちでしょうか。 

 

[中川氏] 

その通りですよ。ですから、最初から決めるなということです。先ほど、シンポジウムの

開始前に武久先生とちょっとお話ししましたが、考えが近いなというところもあって、決

して対立しているわけではない。会場の皆さん、誤解のないようによろしくお願いいたし

ます。 

 

[池端座長] 

 今日はメディアも入っています。結構大きなニュースなるかもしれませんね。神田審議

官、今の議論を聞いていかがでしょうか。 

 

[神田氏] 

行司役になりたいところですが……。私は先ほど申し上げたように、医療保険のほうで

診療報酬の議論にも参加しておりますし、中川先生が委員を務められている医療部会にも

出ていますので、個人的な見解ですが、こういうふうに思います。病床機能の報告制度は
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高度急性期、急性期、回復期、慢性期ということで、患者さん代表の方も、病期で分けた

方がわかりやすいということです。亜急性期というのは普通の人が聞いて「急性期に準ず

る病床です」と言っても、普通の患者さんはなんだかよくわからない。 

従って病期で急性期、その後の回復期、その慢性期と言ってもらったほうが「亜急性期」

と言うよりわかりやすいという意見がございました。先ほどから、「軽症の急性期」という

お話がありますが、軽症の急性期も急性期、病期で言えば急性期であることについては、

これはたぶん武久先生も中川先生も争いがないところではないかと思います。 

私は救急医療の検討会にも出ていますが、先ほど松田先生のお話にもあったように、高

齢者の肺炎ですとか、そういう急性増悪の患者さんが増えてくると、それを全部 3 次救急

や救命救急センターで全部受けろといっても、現実問題、なかなか難しくなっていて、受

けられる所で受けざるを得ない。 

従って、そういう負担を少し分担していかないと、なかなか救急患者さんを受けられな

くなってくる。特に高齢者、救急車で運ぶ件数の中で、高齢者の軽度の方が非常に増えて

いますので、「どこで受けるか」というレッテル張りをする以前に、そういう方を受けられ

る所が分担して受けていただくというのは、ここは、あまり反対ということではないので

はないかなというふうに思っております。 

報告制度では、病棟単位で報告するわけですので、先ほど武久先生もおっしゃったよう

に、どこの療養病床でもそういう方が受けられるということでは全くないんだと思うんで

すね。やはり急性期の患者さんを受けるには受けるなりのお医者さんもいらっしゃるし、

看護師さんやパラメディカルの方もそういう体制を取って、気構えていないと受けられな

いんだろうと思っています。 

だから、どこでも受けられるということではないと思いますが、そういう所もあって、

受けられる所については受けていただくということではないかと思っております。 

一方、診療報酬では「亜急性期」と言っておりますが、これは病期でいえば、一般の報

告制度のほうでいえば、普通は回復期を担っているんではないか。急性期から来られる患

者さんを多くは入院させているということだとは思いますが、その中で一部、先ほどから

出ているような高齢者で、在宅や介護施設にいて、普段診ている患者さんが、「軽度」と言

っていいのかどうかわかりませんが、そういう状態の時に受けられるという機能も併せて

担うことができるのではないかというのが、診療報酬における亜急性期の議論ではないか

なと思っています。 

これはまだ、中川先生から先ほどありましたように、決まっているわけではありません

ので、これから議論を尽くしていくということでございますが、本質的にはそういう議論

ではないかなというふうに思っています。従って、診療報酬の亜急性期といっても大半が

在宅患者さんの悪化、肺炎になった人がみんな入っているということでなければ、病床機

能の報告では回復期ということで報告されるケースもあるでしょうし、それが 1 病棟も成

り立つような病院であれば、それは急性期ということで報告されることもあるんではない
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かと、そこはあまり固定的ではないんじゃないかなというふうに考えています。 

 

[池端座長] 

 中川先生、お願いします。 

 

[中川氏] 

高齢者を最初から 3 次の救急救命センターにとは一度も言ったことはないのです。そう

いう極端なことを言って議論を始めるのはちょっといかがなものかという気がしています。 

それから、我々が申し上げているのは、年齢に関係なく、どんな世代の方でも患者さん

は適切な機能の病床に運ばれるべきだと申し上げているので、その辺をご理解いただきた

いなと思います。病床機能区分、機能分化が進まないから、患者さん、ご家族がわかりに

くいと言いますよね。はっきりしてほしいと。機能分化が進んだらわかりやすくなると思

いますか？ 私は思わないのです。 

患者さんが病院行く時に、「あそこの回復期病院にお願いします」とか、「あそこの高度

急性期病院にお願いします」とか、そんなことを言いますか？ 「武久病院に行きたい」

とか「○○病院に行きたい」って言いますよね。どこに行ってもいいんだという医療制度、

そういう包容力のある優しい医療制度をこれからも維持しなきゃならないと思います。 

そして仮に、ある患者さんがちょっと違う機能の病院に行ったとしても、速やかにその

人に合う病院に紹介される。受診できる。そういうシステムをつくることのほうが大事だ

と思うのです。 

機能分化をもっと進めるということは、財源的な戦略の下に体裁を整えるような気がし

ます。冷たい医療にするような気がします。そういう意味では、私はある程度、ファジー

な部分、カチカチに分けない医療機能分化、これは今後とも維持すべきだと思っています。 

それから、ちょっと長くなって恐縮ですが、病床機能報告制度は、病棟単位ということ

になっていますが、今の水面下の議論も含めて、主たる病期の、その病棟の主たる病期の

ほうを報告しなさいと、当初の案ではなっていたのですが、「主たる」というのを取るよう

に私は求めました。 

ある病棟に急性期の患者が 7 割、回復期の患者が 3 割という場合、主たる病期の患者で

報告せよというと、3 割の回復期は完全に埋もれてしまいますよね。そうではなくて、比率

も含めて病棟単位で答えるというふうに、これから検討会で議論していきます。そういう

ふうにしていきたいなと。そうでないと、ある地域の回復期患者は全部埋もれてしまいま

す。そういうふうにご理解いただきたいと思います。 

 

[池端座長] 

 はい、武久先生。 

 



27 

 

[武久氏] 

 先生のおっしゃることもよくわかります。急性期の患者は急性期病床へ行っているんで

すけど、ノロもインフルエンザも急性下痢症も、当然、急性肺炎もみんな急性期ですが、

治療方法が確立しているものにつきましては、高齢者の肺炎を慢性期のお医者さんが治せ

ないとか、私は決して思っていないわけです。 

非常に重症になって気管内挿管して、人工呼吸器でピープをかけたり、いろんな特殊な

ことをしたりする場合は別として、当初はその目の前で慢性期病床の患者さんが急性変化

しても、また在宅からの人がそういう状態で入ってきても、当然、そこにいるのは医師で

すから、治療が確立した病気に対しては、ちゃんと治療できることが前提であります。 

そういう意味では、先生もおっしゃっていますように、病床の名前がピシッと付いて、

その病棟の前に貼ってあると、だからそれを見て患者さんが行くんだと、これは全く違う

ということは中川先生と全く一緒です。だから患者さんが選んでそこの病院へ行った結果

として、そこは急性期の患者さんが多かったということであって、病院がそういう機能に

したいというのは、私は違うと思います。回復期にどうしてもしたいということは、回復

期という言葉は、ポストアキュートからの回復という意味ですから、在宅や特養からの急

変患者だと回復という名前にならないので、たぶんここがせめぎ合いで、保険局のほうは、

サブアキュートという名前にしておいて、患者さんが来るか来ないかは自由ですけれども、

一応在宅からの急変患者も受けられるよという意味で、名称にこだわっているんだなと思

いますけれども、実際としては、我々、自分自身の病院の診療機能を高めて、とにかく時

を待つと。患者さんを待つというしか方法はないかなというふうに思っています。 

 

 

[池端座長] 

 はい、ありがとうございました。だいぶ意見が近づいてきたような気がします。この議

論を続けると時間が来てしまいますので、フロアから、この議論以外のことで、ご質問な

ど。はい、どうぞ。 

 

[会場] 

宮城県からまいりました。今までの議論の中で全然出てこなくて、松田先生が非常に大

切だとポイントアップされていた、適時に適切な医療が患者さんに大切な医療が行われる

ためには、どこに行っても行われるべきなんですけれども、今、介護保険の患者さんは介

護保険施設では診療報酬にくるまれてしまっている。そこは、とっても問題であると思う

んですけど、そこについてはいかがでしょうか。4 人の方々。 

 

[池端座長] 

 審議官、お願いします。 
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[神田氏] 

 こういうふうに考えていただいたらいいと思うんですけど、中川先生がおっしゃったよ

うに、ある程度、柔軟性がないとだめだというのは、それはおっしゃる通りだと思います

し、病棟の中で、例えば急性期だからといって、100％術後の人がいたら、それはたぶん看

護師さんが倒れてしまいますので、どこも杓子定規に 100％、ある患者さんだけを入れてい

るっていうことではないんだと思いますね。 

ただ一方で、今のままの平均在院日数ですとかそういうことでは、そのままの入院の仕

方を続けていると、推計ですけど、今、一般病床 100 万床ぐらいですけど、130 万ぐらい

ないと入院させられないというふうに、さきほど松田先生の推計ではありませんけれども、

そういうことが起こってくる。 

そうすると、それにふさわしい適時・適切っていうのは、何をもって適時・適切かって

ことを言うと、どこに入っても適切っていうことよりも、むしろそれにふさわしい所にア

クセスできるっていうのが適切な医療っていうことではないかと思う。もちろん老人保健

施設ですとか、あるいは介護療養病床でも一定のことはできると思いますけども、ただ、

医師の配置とか看護師の投入量は明らかに違うわけです。 

どこも同じ投入量ではありませんので、基本的には病棟単位とか病院単位で資源の投入

量は決まってきます。病棟単位で看護師さんはどれくらいいるのか、リハビリの人をどれ

くらい入れるのか、医師をどれくらい配置するのかということがあるとすれば、その病気

に応じて、ふさわしい体制がとれているところにアクセスできるというのが、適時・適切

な医療ということではないかなと思っています。 

そういうふうに言うと、もし今、入っている所で違う状態になったとしたら、先ほどの

話ではないですけど、円滑にふさわしいところに移していけるようにするということも併

せて考えていく必要があるんじゃないかというふうに思います。 

 

[会場] 

 今の神田さんのお話ですと、松田先生がおっしゃられることが全く無視されているよう

な感じがします。松田先生どうでしょうか。 

 

[松田氏] 

たぶん、少し視点がずれてしまったんだと思うんですけど、先生のご質問は例えば具体

的にはこういうことですね。介護保険のほうで診ている。そこで医療が必要になったとき

に、今、介護のほうでまとめられてしまっているという問題だと思うんですけども、僕は

やっぱりそれは問題だと思っていまして、できれば医療は医療保険で診るようにしたほう

がいいと思います。 

例えば、フランスには在宅入院制度っていうのがあるんです。これは何かというと、患
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者さんの近く、あるいはその患者さんが老人保健施設、向こうでいう特養で入っていても、

そこのベッドを病院のベッドとみなして、そこで継続的な入院医療をやるという制度であ

ります。 

そこでやられるのは、例えばがんの化学療法であったりとか、あるいは緩和ケアであっ

たりとか、そういうことです。たぶん私は日本でもそういうものが必要になってくるんで

はないかなと思っています。例えば典型的な例としては、小規模多機能施設みたいなのが

そういうものになってくるのではないかと思いますが、これが例えば認知症を持っていて、

がんのターミナル、そういう患者さんを介護施設で、看護の目がない状態でみていくこと

は非常に難しいだろうと。そういう看護師が管理するような小規模多機能施設。その看護

師さんが管理するという機能自体は介護報酬で見るとしても、そこで必要な医療を外付け

で、それは開業医の先生の訪問診療であったりとか、病院の先生がそこにやってきて、疼

痛管理をする。それは医療保険で見ると、そういうような介護と医療ミックスみたいなも

のがきちんと始まって、地域全体を病棟として見なくちゃいけない。 

その時には、例えば訪問看護が医療と介護両方になって、その切り分けをどうするのか

とか、訪問リハビリが両方にあって、その切り分けをどうするのかとか、あるいは居宅管

理指導というものがありますが、それが医療保険のほうのいわゆる医師の管理とどこが違

うのって、いろいろ利用者から見ると非常にわかりにくい問題がありますので、そこはち

ゃんと切り分けて、医療は医療保険で見るという形にしていったほうが、将来的にはいい

んじゃないかと思っています。 

 

[池端座長] 

 はい、よろしいでしょうか。今、たまたま医療と介護の問題が出ました。少しテーマを

変えさせていただき、在宅医療、今回の基本方針の中に機能分化と在宅ということがあり

ますので、在宅医療についてお伺いしたいと思います。 

特に、在宅医療を支えるための病院機能はどうあるべきか、在宅診療であれ、在宅療養

支援病院のあり方、それから訪問看護の大規模化という問題も上がっています。さらに訪

問診療が一部不適切な使い方ということで問題になっています。その辺も含めて、次回の

診療報酬改定に向けて、今、議論されている方々、こうありたいということを 4 人の先生

方にわかる範囲でお答えいただければと思います。神田審議官、よろしいでしょうか。在

宅医療に関して。 

 

[神田氏] 

現在、在宅医療について、先ほど申しましたが、次の改定の重要なテーマということで

議論されています。例えば、ということで言うと、在宅療養支援診療所ですとか、在宅療

養支援病院などについての議論ということで言いますと、在宅療養支援診療所とか支援病

院がない所でも結構、看取りですとか緊急の往診ですとか、実績を上げているところもあ
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るので、ただその体制ですとか、そういうことだけではなくて、むしろその実績に応じた

受け入れですとか、そういうことを評価していってはどうかというような議論が今なされ

ております。 

訪問看護については、やはりある程度規模があった所のほうが、夜間の 24 時間の対応で

すとか看取りですとか、重症の患者さんの受け入れが多いということがありますので、訪

問看護ステーションを地域包括ケアの中心的な役割にしていくということも含めて、介護

支援専門員の人を配置した、まだ「仮称」ですが、「機能強化型の訪問看護ステーション」

を評価してはどうかというような議論もされております。 

薬剤管理指導とか在宅の訪問歯科診療などについても、届け出をしているところは多い

んですが、実際に在宅に取り組んでいただいている実績というのは必ずしも上がっていな

い中で、どのようにしたらそれを増やしていけるのかと。訪問歯科診療などで言いますと、

医科歯科連携ですとか、そういったことも大事かなというふうに思っておりますが、それ

ぞれの在宅医療をどうやって充実させていくかというようなことが、中医協で議論されて

いるところであります。 

不適切な事例ということで言いますと、「患者紹介ビジネス」ということで、紹介業者が

間に入って、お医者さんのほうからお金を取って患者を紹介するという例が報告されてい

て、かなり問題のある事例になっています。2 つの点で問題になっています。1 つは、高齢

者付きサービス住宅に入ったら、もうこの診療所から全部訪問診療しますということで、

患者さんの選択を阻害しているんではないかというようなことですとか、本来、訪問診療

というのは、外来に行けない人に行くというのに、全部押しかけ的に行っているとしたら

不適切な医療が行われているんではないかというようなことが議論になっております。 

そういう意味では、2 つの対応ということで、1 つは療養担当規則を変えて、有り体に言

うとお金を払って患者さんを紹介してもらっちゃいけませんよと、わかりやすくいえばそ

ういうことを医療機関の療養担当規則の義務として課すということを検討しております。 

もう 1 つは診療報酬上、もちろん同一建物とか、そういうことで報酬が下がっています

けど、それにしても、まだそういうふうに 1 つの所に集中的に行くことによって非常に多

くの報酬が上がっているということがありますので、外付けで、外から行くこと自体を必

要以上に制限してしまってはいけないと思いますので、そういう点には十分配慮する必要

があると思いますが、診療報酬上の対応も必要ではないかというふうに考えました。以上

です。 

 

[池端座長] 

 ありがとうございます。武久先生。 

 

[武久氏] 

 神田審議官のお話にもありましたように、在宅の話ですね。在宅医療を支援する診療所
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等、在宅医療それと競合する形の在宅医療支援病院という 2 つの概念が、今むしろ大きく

なってきているのですが、松田先生のスライドにありましたように、もともと在宅療養支

援診療所の届出義務の中に、在宅療養後方病院という制度があったんですね。 

だから、支援病院は支援診療所と競合して 200 ベッド以下となっていますが、後方病院

は別に公立私立問わず、その地域の中で在宅を支える病院ということで、むしろ最初の規

定に戻って、往診はしないけれども、在宅療養後方病院というのが結局、その地域の中の

トータルを見るような病院になるんじゃないかと思うんですね。その機能を高めることが、

在宅医療をちゃんとサポートする、支える、いつでも入院できる。 

そして診療所の先生は、往診に行って、悪くなったらいつでもその病院が受けてくれる。

そこで手術が必要であれば、すぐ 3 次救急に送ってくれる、こういう二段構え、三段構え

の体制というのが、地域の医師会を中心とした連携のネットワークでできるということが

望ましいと私は思いますので、在宅療養後方病院というものに対する評価を高めていただ

きたいと思います。 

 

[池端座長] 

 はい、ありがとうございます。中川先生、いかがでしょうか。 

 

[中川氏] 

今度の改定に向けて、高度急性期、高度急性期に近い急性期、在宅に議論が偏在してい

る。中間もあるのだぞ、ということもいっていかなきゃいけないだろうと思います。切れ

目のない医療提供体制をつくるためには、全体的な底上げというのは日本医師会の一貫し

た考え方でございますので、常にそれをいい続けながら、やっていこうと思っています。 

それと神田審議官から不適切な事例というお話がありましたが、これ、必ずしも不適切

ではないのですが、最近中医協で議論がありました。在宅医療専門の医師、外来診療の実

態がない、医療機関をもたない、在宅医療しかしない医師、それがさらに集団で連携し合

いながら在宅医療をやっているという医師が増えている。各地から、私のところにも何と

かしてほしいという要請がたくさん来ています。このまま放置しておくと深刻なこともあ

るかなと。5 人、10 人、15 人という医師を束ねて連携するんですが、誰かが介在している

のではないかという可能性もあります。 

在宅医療というのは、その患者さんがある医師の外来診療を受けていて、外来に行けな

くなったというときに、「あの先生がうちに来てくれるんだ」ということで、信頼関係もさ

らに強くなりますし、また力づけられますよね。ところが、実態のない医師がうちに来て

くれるという場合に、電話の向こうにしかいないわけですよ。一体、この先生どこの先生

なんだろうかということも、これは冗談ではなくて起こりうるんではないかと。そしてお

願いするたびに先生が替わる、違う医師が来るということもあり得るわけですね。このへ

んのところを制度として、システムとして見直さなければならないところもあるのではな
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いかということも注視していきたいなと思っています。今、在宅は花形の分野ですけれど

も、いろんなところでブレーキを掛けながら、さらに進んでいくという作業が必要だと思

います。 

 

[松田氏] 

 今、中川先生が指摘されたような問題点を解消するためにも、そういう患者さんが在宅

にいく前には、たぶん入院医療があるわけでして、その入院医療はどちらかというと療養

病床だったりとか、回復医療、精神病棟だったりすることが多いと思うんですけども、今、

実はその連携というのが、急性期と回復期というのはかなり重視されているんですけども、

療養病床からあるいはポストアキュートになるところから在宅にいくというところの連携

のところが、評価が不十分だと思います。 

そこのところをきちんと評価をするということをやっていけば、おそらくそこで病院側

のほうから、ちゃんとクォリティの高い主治医の先生に繋いでいくこともできるようにな

っていますので、療養と在宅のところの連携も評価をきちんとしていただくようにすれば、

いいんじゃないかと思うんです。そこが今、欠けているんじゃないかと思っています。 

 

[池端座長] 

 はい、ありがとうございます。非常に大事なポイントだと思います。その中で絞ってみ

ると、連携の中で特に大事なのは、リハビリテーションとか栄養の問題、認知症などを考

えますが、それについて先生方、連携の中でどういう、あるいは機能として診療報酬も絡

めて。 

 

[武久氏] 

 急性肺炎もそうですが、急性の病変が起こる前にやはり低栄養、脱水っていうような高

齢者特有の身体環境の悪化が先行している方、多いわけですね。そういうことの嚥下性肺

炎といわゆる細菌の媒介による市中肺炎とは全く治療の背景が違うわけです。むしろ市中

肺炎であればいろんなウイルス性とかいろんなものがありまして、急性期の医療の先生の

ほうが得意なものがありますけど、そうでない場合は、低栄養、脱水が進行していまして

貧血もあると。 

そういう状態で起こった嚥下性肺炎というのは、むしろ慢性期のお医者さんのほうがト

ータルで診られるんじゃないかと思いますし、そういう意味で、地域の中で高齢者が陥り

やすい低栄養・脱水にさらに貧血とかですね、そういうものをできるだけ未然に予防をし

ていくという活動が、医師会を中心としてできれば、いわゆるそういう感染症にかかる可

能性も非常に少なくなるのではないかと思いますから、そういう役割も診療所の先生、さ

っき松田先生がおっしゃったように、病院から在宅に帰す時に、顔の見える先生に返すべ

きなんですよね。 



33 

 

その先生、受けてくれないからどこかの往診グループにぽんと頼んだら、どの先生が行

ってくれるのかわからないわけですね。それは、中川先生がおっしゃったように私も危惧

しているので、そういう意味では私は普通に外来をやっているから、往診して、夕方また

外来するという先生が、1 日の間に 2～3 人行けると。すなわち 10 人ぐらいの在宅を皆さ

んがもっていて、行けないときには後方病院が代わりに行ったりすぐ入院もできたりって

いう、そういう普通の医師の連携というか、顔の見える、お互いが医学の知識を共有でき

るような連携というのは、地域医療には必要だと思っております。 

 

[池端座長] 

 はい、ありがとうございます。ちょっと脱水があって、という場合に療養病床と連携す

るということがあっていいわけですね。他にどなたか、ご質問いかがでしょうか。 

 

[竹川勝治氏（日本慢性期医療協会理事、愛和病院院長）] 

東京で病院をやっております竹川です。私は急性期病院を、ずっと救急病院をやってい

たんですけれども、平成 14 年に慢性期の病院を区から土地を提供していただいて、小学校

の跡地に作りました。これは救急をやっていて慢性期病院が必要だと感じましたから作っ

たんですが、その後、急性期病院のほうが実はもう築年数がきまして、新しく建て替えよ

うと思っても東京はもう建て替えられない。場所がないんですよね。そういった東京の土

地の問題などもあります。 

東京青年医会という会がありまして、神田先生に質問なんですが、その会は早朝勉強会

で勉強会を 1231 回もやっているんですが、その中で医療制度について提言をしようという

ことで、厚生労働省にこういった東京の病院の事情とか、そういったものを話したり、東

京都にも持っていったりしております。 

ところが厚生労働省に行きますと、東京都に関しては「厚生労働省で考えるよりも東京

都で考えてもらってください」と言われてしまいますし、東京都に持っていくと、「我々は

厚生労働省からこういうふうにいわれて命令されないと動けません」と。つまり東京都の

医療というのは、実は置いていかれてしまっているような状況になっているんではないの

かなというところを、とても感じている状況です。 

東京青年医会といっても青年でもないですし、こんな年になって東京青年医会の代表を

しているのかと思いますと、2 代目が小さな中小病院ですともう継いでもやっていけないだ

ろうというところがありまして、結局､そういう方は来ないというのも現実だと思います。

ですので、東京を特別に扱ってくれというわけではないんですが、東京にもう少し自由度

を与えていただいて、東京の行政がきちんと考えて実行に移せるような体制を､厚生労働省

のほうでも緩和して出していただければなというふうに考えているんですが、いかがでし

ょうか。 
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[池端座長] 

 どなたに、神田審議官？ 

 

[竹川氏] 

 ええ、神田審議官。 

 

[池端座長] 

 では、東京都の問題に限定せず、地域差ということも含めて神田審議官から簡単にお答

いただけますでしょうか。 

 

[神田氏] 

 どちらも逃げているようなご指摘ですが、事項によるのかなというふうにも思うんです

ね。地域で議論いただいたほうがいいものと、国の制度として考えるべきものと、両方あ

るんではないかと。いずれにしろ全国画一的にできるわけではありませんので、地域の医

療をどうするかということを、国が全ての都道府県を見るということができるわけではあ

りませんので、むしろそれはやはり、地域医療ビジョンも医療計画もそうですけど、その

地域でどうするかということについては、その地域でよく議論をしていただく必要がある

というふうに思っております。 

ただ、その中で全体的な制度の骨格ですとか枠組みというような部分についていうと、

これは国のほうで制度設計する必要がある部分については私どものほうで制度設計はする

必要があるというふうに思っておりますので、そこはよく話を聞かせていただいて、その

中で地域に応じた提供体制の絵が描けるようにしておくということが大事ではないかとい

うふうに思います。 

 

[竹川氏] 

 はい。面積率と容積率の問題も東京の 23 区、多摩部もそうかもしれませんけれども、そ

の辺りが相当厳しい状況になっていますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 

[池端座長] 

 はい、ありがとうございます。どうぞ。 

 

[会場] 

兵庫県からまいりました。中川先生にお願いしたいのですが、厚生労働省はサービス付

き高齢者住宅を今後トータルで 60万床つくるという計画があるように伺っておりますけれ

ども、今、いろんな問題が発生しておりますように、60 万床つくることによって、さらに

いろいろ規制的な、そういう法律を先に作っておかないと大変なことになるんじゃないの
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かなと思うわけですが、その点について、何かありますでしょうか。 

 

[神田氏] 

 先ほどあったような、例えばサービス付き高齢者住宅に入っている患者さんについて、

紹介ビジネスが入って一律に「この先生の訪問診療を受けてください」というようなこと

については、医療側では先ほど申し上げたような診療報酬ですとか、療養担当規則での対

応というのを検討しておりますけれども、やはり医療側だけではできませんので、これは

サービス付き高齢者住宅を共管で所管しています厚労省老健局、あるいは国土交通省とも

話をして、先ほど言ったような問題については、サービス付き高齢者住宅の側からも指導

していただく必要があるのではないかというふうに思っております。 

 

[会場] 

 ありがとうございました。それで武久先生がおっしゃいましたけれども、実際問題、確

かに理想的には自分の診た患者さんを見に行くということでありますけれども、サービス

付き高齢者住宅にはいろんなところから行っておりまして、それは不可能に近いわけです。

そして例えばＡ先生、Ｂ先生、Ｃ先生が行きますと、対応する事務局のほうが大変でござ

いまして、それは不可能に近いと思うんですね。 

従いまして、そういった規則ではなくて、そこに住んでいる方が本当に幸せになってい

るのか、満足しているのかということが問われるのであって、制度じゃないと思うんです。

中川先生もおっしゃいましたように、制度じゃないんだと。これもまさにその通りで、入

っている方がどれだけ幸せになっているんだという、それが基準だろうと思って。もちろ

ん法律を犯してはいけないと思うんですけど。 

もう 1 つ、神田先生にお願いしたいんですけど、介護保険、例えば訪問診療、訪問看護、

介護ありますけど、今後、例えば神経疾患、目の網膜それから透析とか、そういった専門

別のそういう資格を与えていくというような構想はないようでありますか。全く知らない

分野の人が行って、患者さんも不安だし、透析に限っていえば、シャントのこともわから

ない。カリウムのこともわからなくて行くよりも、むしろそういった専門性を持った人が

行く、それは社会資源の有効的活用だと私は思っているんですが、国の方針はいかがでし

ょうか。 

 

[神田氏] 

おっしゃっておられる趣旨が、例えば特別養護老人ホームで人工透析とか、受ける方に

ついて外部から行って指導するとかそういう……。 

 

[会場] 

 そうじゃございません。在宅に行きます、在宅診療、一般の在宅ですけれども、特殊な



36 

 

知識を必要とするものに対して講習なり資格を与えて、そしてそれを有効に、将来は外科、

整形外科いろいろできたように、それがあるんではないのかなと思ったりもするんですけ

ども。 

 

[武久氏] 

それについては、確かに今、在宅へ行くお医者さんの資格ってないんですよね。何科の

先生が行ってもいいんです。25 歳の人が行っても 70 歳の人が行ってもいいわけですね。在

宅に行くからには相当な技能を持っていかないと、専門性というのも幅広く薄く横断的な

知識を持った先生が行くべきだと私もかねてから思っています。 

というのは、病院に行けばエコーからＣＴからいろいろありますが、在宅には何もない

んですから、そういうことで日本慢性期医療協会では在宅医療認定医ということで、在宅

に行って往診するために必要な知識を全部で 6 日間、在宅医療認定医講座というのをやっ

ております。 

これはまだオーソリティがあるわけではありませんが、我々慢性期医療協会としては必

要に迫られて行っています。非常にたくさんの先生が来られていますので、またそういう

ものをご利用いただいたらと思います。 

 

[会場] 

 ありがとうございます。ちょうど私、70 歳になりました。元気でございます。これから

も頑張りたいと思います。 

 

[池端座長] 

 はい、ありがとうございました。まだまだご質問をお受けしたい、議論を進めていきた

いと思いますが、時間が押してきております。維持期リハビリテーションが今年度でなく

なる予定になっていることについて、中川先生、中医協委員としてのお考えを一言だけ。 

 

[中川氏] 

検討します。 

 

[池端座長] 

 はい、ありがとうございます。その一言で十分です。では、残り 3 分になりました。4 人

のシンポジストの方に、30 秒ずつ、ご意見、ご感想等をお聞かせいただいて締めたいと思

います。神田審議官、よろしくお願いします。 

 

[神田氏] 

 いろいろ議論はありますけれども、2025 年の超高齢社会に向けて、先ほどから繰り返し
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出ておりますけれども、安心して適切なときに適切な医療が受けられるような体制をいか

につくっていくかということで非常に大事な時期だと思いますので、次の診療報酬改定も

そういった方向性をにらみながら取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 

[池端座長] 

 はい、ありがとうございます。中川副会長のご挨拶。 

 

[中川氏] 

先ほども申し上げましたが、2025 年を目指してやる診療報酬改定ですが、診療報酬改定

が先行しすぎているなっていう思いは非常に強くあります。先生方、地域医療の担い手の

代表の重鎮ばかりおいでになっていると思いますので、ぜひ 47 都道府県があれば 47 通り

の地域医療ビジョンがあるんだということを、ありとあらゆる所で私、申し上げています

ので、画一的な医療提供体制にはしないんだという思いでぜひ、各地で頑張っていただき

たいなと､そのために日本医師会は全力で応援したり支援したりしたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

[池端座長] 

 力強い応援です、ありがとうございました。松田先生、お願いします。 

 

[松田氏] 

個人的に、慢性期と介護のことは本当に重要になってくると思いますし、地域包括ケア

もすごく重要になってくると思いますので、私、研究者ですのでそういうものを、良いも

のがつくれるようなデータ作りを今からやっていきたいなと思います。 

 

[池端座長] 

 はい、会長。 

 

[武久氏] 

 今日は本当に良いシンポジウムだったと思います。この間、全日病の西澤先生とお会い

して、お互い敵視しているように思われていますが、地域一般病棟と長期急性期病床と、

根っこは一緒じゃないかということで、基本的には一緒だと。 

今日は中川先生と一緒の機会を与えられて、いろいろ話してみるとお互いが理解してい

るということがよくわかりましたし、今日は学者として尊敬している松田先生も隣でお話

しできましたし、神田審議官は医政局のキーマンとして、これからの日本の医療を改革し

ていただけると思います。素晴らしいシンポジウムをありがとうございました。 
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[池端座長] 

 ありがとうございました。もう、多くは申しません。皆さん、いろいろと感慨深いとこ

ろもあったかと思います。私からも一言だけ。 

診療報酬改定が迫っていますが、患者さんにとって納得でき、安心・安全で生活の質も

配慮した、そして納得して医療に参加していただけるという、患者さんと共にあるんだと

いうことを忘れずにやっていけば、どんな機能でも十分成り立つのではないかという気が

しています。 

つたない司会で十分な議論になりませんでしたが、最後まで熱心に聴いていただきあり

がとうございました。これで締めたいと思います。もう一度シンボジストに大きな拍手を

お願いしたいと思います。 

 

（了） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


