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November 15, 2013, Tokyo 

シンポジウム４ 

 

慢性期医療の質を問う 

～病床機能分化の行方～ 
 

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

 

日    

時 
11 月 15 日（金）11:10 ～ 13:10 

シン

ポジ

スト 

有賀徹 （昭和大学病院長・救急医学講座教授） 

西澤寛俊 （全日本病院協会会長） 

寺崎仁 （横浜市立大学附属市民総合医療センター安全管理指導者 准教授） 

井川誠一郎 （日本慢性期医療協会医療連携委員会委員長・浜寺中央病院院長） 

座    

長 
富家隆樹 （大会長・医療法人社団富家会理事長） 

主    

旨 

 日本の高齢者人口は今後もさらに増加し、2025 年には団塊の世代が 75 歳を迎えることか

ら、高齢者人口はピークを迎えます。2025 年の 65 歳以上人口は全体の約 30％（3658 万人）、

75 歳以上でみると全体の約 18％（2179 万人）を占めると予測されております。これらの高

齢者の中で、医療・介護の対象患者は現在より 300 万人多い 750 万人、年間の死亡者は現在

の 1.5 倍の 160 万人になると見込まれます。すなわち、高齢者人口が増加するということは、

慢性的な医療を必要とする人が莫大に増加するということにほかなりません。 

 そして、このような高齢患者の多くは、高度急性期医療の短期間の治療のみですぐには在宅

復帰できません。しかし、急性期病床に長く留まる必要はなく、その治療を引き継ぐ機能をも

つ病床に転院する仕組みがあればよいのではないでしょうか。つまり、急性期病床⇒長期急性

期病床⇒慢性期病床⇒介護施設⇒在宅・居住系施設、という流れをつくり、地域医療を充実さ

せていくことが高齢者の生活を支えることにつながります。その中で一番長く患者と関わるの

は慢性期医療であり、その質の向上をさらに図っていくことが求められています。 

 本シンポジウムでは、これからも急増し続ける高齢者人口を支え、世界をリードする長寿医

療を築き上げるためには、慢性期医療として求められる質はなにか、現在の病床機能の見直し

も含めて議論を深めたいと思います。 
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[座長・富家隆樹氏（大会長・医療法人社団富家会理事長）] 

 おはようございます。それではシンポジウム 4、「慢性期医療の質を問う～病床機能分化

の行方～」を始めさせていただきたいと思います。 

「質を問う」というところから、急性期の 3 次救急から慢性期医療に期待することや、

必要だと思われていることなど、「これが質だ」と思われていることをご発表いただきたい

と思っております。 

また、病院機能評価をはじめ、新たな病床区分をめぐる課題、医療の質をはかるツール

や急性期と慢性期との連携など、非常に広い範囲にわたり、慢性期の質をいかに上げてい

くかを検討していきたいと思います。同時に、これからの病床区分が慢性期を含めてどう

変わっていくのかについても議論を進めていければと思っております。 

それでは早速ですが、有賀徹先生、よろしくお願いいたします。 
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【講演１】 

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

都市における救急医療と地域社会のあり方 

 

有賀徹氏（昭和大学病院長・救急医学講座教授） 

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

 

 トップバッターで発表させていただきます。「慢性期医療の質を問う」ということで、副

題として「都市における救急医療と地域社会のあり方」を付してお話しいたします。私は

救命救急センターなどで長く働いてきましたので、そのようなことから抱いた問題意識と

いう観点でもお話をしたいと思います。 

一つは、もう私どもの社会は超高齢社会になっております。そういう中で、確かに 3 次

救急に運ばれるお年をめした方は多々おられますが、そういう状況で初期、2次、3次とか

急性期、亜急性期、慢性期の分類がある。若い方というのは、運動してけがをするという

話でいけば、初期、亜急性期、慢性期という流れそのものはおかしくはないのですが、こ

れからずっとこういうことで本当にいいのだろうかという問題意識です。 

都市における救急医療はかなり逼迫しております。それから消防の人たちは「破綻して

いる」とは言いませんが、かなり破綻に近い状況があると思われます。大日本帝国も最後

の最後まで軍隊の人たちは、「破綻した」とは言わなかったんですよね。ですから、関係者

たちは「破綻している」とは言いませんが、その程度にきついという状況を見てとって、

地域社会を再構築する、こういう思想を少しお話したいと思います。その中で亜急性期病

床の意味もおのずと出てくると。本発表は東京都医師会副会長の猪口先生との共同発表と

させていただきます。 

スライドは私たちの国の全体像です。人口は少し減ってくるけれど少しずつ救急隊の搬

送は増える。高齢社会、1970 年に 7％を超えました。95 年に 14％を超えました。そして

2007年に 21％を超えました。ですから東京はもう 3人に 1人が 65歳以上です。 

東京消防庁による搬送の結果を見ますと、平成 24年の中で運ばれてきた人が 100人いた

とすると、そのうち 33人が 75歳以上ということになります。もっと衝撃的なのは、75歳

以上は 9987 人、全体としての搬送人数の増えは 10300 人です。ですから 1 万のうちの 9

千何百人が 75 歳以上になりますので、増加のほとんどを高齢の方たちが占めておられる。

救命救急センターもですから、いわゆる老人の ICU というような様相ももちろんあります

が、老人のための ICUの景色を呈することはよくあります。 

ですから、この方たちが長患いをしているという局面も持ち合わせるとすれば、それは

こういうことで本当にいいんだろうか。3次救急は確かに医学的な意味での 3次救急はもち
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ろん診ますが、都市においてはしばしば起こっているのは、例えば看取る場所がないので

救命救急センターに連れてきたとか。2次救急が逼迫しているので困ってしまってこちらに

来るというような話がございます。 

全国の救急隊員、なんで増えたんだろうということを調べた日医総研のデータです。高

齢の人が増えた、これは超高齢社会ですからそうだろうなと。熱中症が増えた、これも地

球温暖化がありますから、これもそうだろうな。ただ、緊急性が低い人が増えたとか不適

正利用が増えているということもありますが、これはひょっとすると格差、生活の格差の

拡大なのかもしれません。 

日本国民においては格差の拡大があって、貧しい人がよりたくさん救急車を呼んでいる

というデータはありませんけれども、ドイツにはそういうふうなデータはないわけではあ

りません。 

学術団体では既に先生方も知っておられると思いますが、救急外来で患者さんの緊急度

を判断しよう、それは救急隊が現場で判断したり電話相談で判断したり、または場合によ

っては 119 番通報で判断するようなことをしています。していますけれど、こういう患者

さんの緊急性を判断するということをはるかに超えて、かなり厳しい社会的状況が起きて

おります。 

例えば救急告示医療機関の数は 10 年間で 10％減っている、国公立が 2％で私立は 13％

の減少です。こういうふうな状況で、これもまた日医総研からのペーパーですが、各地域

で救急車を受け取る病院が、どういう割合かというものです。例えば東京ではこのぐらい

の数をみていたとすると、この数の大体東京で 50 万件、年間 60 万件の救急隊の搬送があ

るとすると、そのほとんどは民間病院が面倒を見ていると、こういうふうに見てください。 

そうすると、東京、首都圏や大阪や福岡などにおいては、民の病院がカバーしてくれる、

救急医療を民の病院がカバーしているというようなことがわかります。ですから、地方に

行くと、例えば長崎のデータを出しますが、長崎では民が 60、官が 40というふうに長崎の

人たちが言っています。 

ですから、首都圏においてまたは大都市圏においては、どちらかというと民間病院が頑

張っている。その民間病院が減っていくというようなことがあって、救急隊は今までだと 1

回出動して 1時間で帰って来られたのが、10年後には 1時間半かかっていると。ですから

この表、小さくて申し訳ないんですけども、PA連携といって救急隊がもう危ないというこ

とがあって、ポンプ車が出る。ですから多めに出すんですけれども、基本的には半分がポ

ンプ車が先に到着しています。患者さんの状態が厳しそうだと思われた時には、ポンプ車

も出す。その件数が実に 1日に 300件以上です、東京消防庁。 

ですから救急隊が出ていって、その現場から GPSで今どこにいるかわかりますので「現

場、あっちだろう」というようなことで、出た救急隊を戻ってくる途中でまた出すという

ような状況がありますから、そこから一番近い消防署から出しますので、Pが先につくとい

うようなことが半分。救急隊はだから帰る暇なく、また次へ出ていくというようなことが
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起こっております。救急隊員の労働環境もかなりめちゃくちゃになっている。こういう話

です。いずれにしても、救急医療は相当程度に逼迫しているということはこれでおわかり

だと思います。 

実は、なかなか救急隊が搬送先を見つけられないときに、東京では別途ルールを作って

ございますが、細かいことは言いませんけれど、その別途ルールを使ってなんとか運んで

いるというふうな話の中で、高齢者が 4 番目です。整形外科、アルコール、精神、高齢者

とこういう順番で、必ずしもサイエンティックな分類はございませんけれども、社会的背

景があると、ようするに東京では運びあぐねている。 

整形外科とか外傷などは、医学的な観点で輪番を作ればなんとかなるんですけれども、

社会的な背景、例えばお年を召した方について、大体独居老人がおうちへ帰るって話はま

ずありえません。出口問題です。一方、もともと痴呆があったりしますと、一般病棟でも

診られないということもありますので、軽症でも引き受けられないという入口の問題も出

てきます。 

ですから、一般の救急病院から見れば、入口と出口の問題があって、そして高齢者が大

変な目に合っているとこういうふうな状況で、救命救急センターにはあふれた人が来ます。

救急救命センターは確かに医学的な観点での社会の秩序を維持するために働きますが、基

本的にはそうではなくて社会的背景で困った状況を受けるというようなことがあります。 

スライドは東京大学の倫理の先生の教科書から取ってきたんですけど、東京消防庁は極

めて有能ですので、広い東京をとにかく病院を探して運んでくれます。ですから、遠くて

も東京消防庁は OK ですね。だから板橋から品川などへとどこか違う所へドーンと運ぼう

と思えば運べるわけです。急病を契機にどこかへ行く、どこかへ行ってしまって地域社会

から出てしまう。こういう部分もある。いずれにしても、こっちへ戻れないというか、地

域社会から出てしまう。 

スライドは横浜です。横浜も似たようなことがありますので、救急隊から受ける困った

患者さん、4回以上受け入れてもらえないような患者さんについて、もし 2次救急で無理し

て受けてくれたら 1件 5000円、相談した患者について、後ろで受けてくれれば 1件 1万円

と。札びら大作戦をやっているわけですが、収容すれば OKだということです。 

ですからとにかく行く場所がないので、確かに収容すればOKといえばその通りですが、

本当にそれでいいんだろうかと。実はこれは長崎のデータで、前のデータですがいずれに

しても長崎の救急隊のデータと病院のデータはマッチングしていますので、脳卒中、肺炎、

大腿骨骨折、心筋梗塞、それから頭蓋内出血が少しずつ増えてきた。 

結局こういうふうな病気ですので、まずは地域に密着した病院がとにかく受ける。受け

れば脳卒中もマジョリティは脳梗塞ですので、すぐに手術というわけではございません。

ですから肺炎、脳卒中、それから頸部骨折、こういうのも一呼吸置いてから、高次の病院

へ運ぶことがあってよいと、こういうことです。 

都医師会の猪口先生が救急隊の支援と高齢者を住み慣れた地域で支える一石二鳥の狙い



6 

 

があるということで、病院の救急車で運んでもいいんじゃないかと。病院に電話すると救

急車が駆けつけると、救急救命士がもし病院に勤めていれば必要な処置を行いながら地域

の病院に運ぶ。こういうことです。 

救急救命士も現場に行って、かかりつけ医による説明と同意ということで話ができてい

れば、あの病院に行こうね、というふうに行く所を決めておくわけですね。そういうこと

になります。先ほど申し上げた問題意識は、こういう慢性期医療の質や、亜急性期の必要

性に関して議論をするための大事な意識なのではないかと思っています。 

日本医療機能評価機構の付加機能の中の救急医療の中に、救急部門の地域における役割

と連携というのがあって、地域の救急医療体制を把握していて、役割機能が適切にという

話でいけば、ある病院が地域の中での位置づけをそのような形できちっと把握しておいて、

それで患者さんをそこへ運んでいくというふうなことは、地域医療における救急病院とし

ての役割というふうな話でいけば、合理的だぞというふうに考える次第であります。 

これで地域医師会、都道府県医師会ではなくて、郡市医師会のレベルでそれがプラット

フォームになって、今のような形で上手にやっていけば、多分お年寄りが地域から出てし

まって、さまよってしまうというようなことを少なくとも防ぐことはできそうだ。ですか

ら救命救急センターにもし運ばれれば、地域密着病院に戻せばいいということになります。 

そういう意味では、地域そのものが、本来的な意味での地域、都市においてはずっと人

が住んでおりますので、どこからどこまでがある地域かわからないというようなことがあ

ります。田舎だと峠を越えますけれども、都会ではそれがありません。ですから、そうい

う意味では、郡市医師会が東京で言えば、区医師会、市医師会がベースになって、この手

のことを展開しないといけないかなと思います。福祉とかいろんなプラスアルファもござ

います。 

本日は都市における救急医療と社会のあり方について、問題意識を持って語らせていた

だいた次第であります。ご静聴ありがとうございました。以上で終わります。 

 

[富家座長] 

有賀先生、ありがとうございました。しばしば、出口からどう在宅につなげるかという

ことが議論されると思いますが、今回、有賀先生から、入口にも今、問題が起こっている

という問題提起が示されました。 

そして、解決策の一つとして、「高齢者搬送システム」という例を提示していただいて、

東京だけではなく大都市として地方都市にもこういったシステムが広がっていけばいいと

思いました。有賀先生、高齢者搬送システムというのは、もう完全に稼働しているのでし

ょうか？ 

 

[有賀氏] 

今、東京医師会などで、厚生省から東京都に回ってくる、なんて呼ぶ補助金だったかど
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忘れしましたけれど、トライアルとして、3 カ所ぐらい、葛飾区医師会と八王子市医師会、

町田市医師会の 3 カ所。トライアルをしようとしているという状況であります。まだ本気

で動いてはいません。 

 

[富家座長] 

 もうすぐ完全に稼働するような感じもします。 

 

[有賀氏] 

 ええ、基本的に病院が救急車を持っている地域がトライアルの対象地域となりますが、

病院救急車そのものは、50 台以上、東京にあると言われております。1 回往診して帰って

くるということになりますけど、その時の費用、動かすための財政面での問題を解決しな

くちゃいけない。 

ある病院救急車はその地域の面倒を見ることになりますけれども、他の病院から見て、

偏った搬送をしていないというふうなことについてのコンセンサスも必要だというような

ことがあるので、もうちょっと議論をする必要があると思います。いずれにしても、そう

でもしないともう破綻しかかっていますから、東京消防庁が。ここに消防庁の方はいない

と思いますが。 

 

[富家座長] 

 有賀先生、ありがとうございました。また後ほど議論させていただければと思います。

続きまして、全日本病院協会の会長でもあります、西澤先生にご登壇いただきたいと思い

ます。西澤先生、よろしくお願いいたします。 
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【講演２】 

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

病床機能報告制度及び 

地域医療ビジョンについて 

 

西澤寛俊氏（全日本病院協会会長） 

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

 

 おはようございます。私たち全日本病院協会、2400 の会員病院のうち、療養病床を持っ

ている会員は３分の２以上です。当院もそうですが、日本慢性期医療協会と全日病、両方

に加盟している会員が非常に多いと思います。ですから、本日は多くの仲間の前で話すと

いうつもりでおります。 

私の今日の話は、慢性期だけの話ではなく、今の病床機能報告制度をテーマにしていま

す。これはどちらかというと一般病床の機能分化の話ですが、報告制度の病床４区分の中

に「慢性期機能」も入りました。これから日本の病床機能はどのように分化していくのか。

その中で慢性期医療はどうあるべきかということを考える材料として、お話しさせていた

だきたいと思います。 

スライドは、皆さんもご存じ、2025 年に向けた医療・介護機能再編のイメージです。実

は 2 年前、社会保障改革に関する集中検討会議で、一般病床には非常にいろんな機能が含

まれているとの問題意識から、2025 年に向けて機能分化しようとしています。療養病床は

「長期療養」に入りますが、一般病床を高度急性期から一般急性期、亜急性期という案が

出されておりました。これに向かって進んでいるわけでございます。 

必要ベッド数については、一般病床が 107 万床あり、これを改革シナリオでは高度と一

般、亜急性に分けるという案です。高度 22万、一般 46万等々です。これを全部足すと 103

万ですからそんなに変わらない。療養病床が増えているということでは、これから機能分

化していくと、病床数が減るんじゃないかということですが、全体では病床数は変わらな

い。その中で、ただ機能分化を進めるというのが方向性と考えていただければと思ってお

ります。 

パターン 1 は「亜急性・回復期」になっています。そして「亜急性期等」のベッド数が

35万床。実はパターン 2があります。「軽度急性期」というのが混ざって 41万床に増える。

パターン 1 と比べますと一般急性期の中の軽度の急性期です。大体今、この方向で進んで

いるのではないかと思っております。 

多分、地域一般病床ということで、地域で医療資源の少ない所は高度から、ある程度は
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亜急性まで含んだ、そういう病院がいいのではないかとそういう発想です。ほぼこの方向

性で議論が進んでいるということを頭に置いていただければと思います。 

社会保障審議会の医療部会で平成 23年 12月、いろいろな検討事項が出されました。今、

医療法等の改正に向けて議論されていますが、その中で「病院・病床の機能の明確化・強

化」というのが入っています。要するに病床区分のあり方ということで、一般病床につい

て機能分化する。すなわち、療養病床と一般病床と分かれている。療養病床はある程度機

能がわかっているが、「一般病床が曖昧だから分けよう」という発想でした。 

そして、一般病床の機能分化を進めてその中での急性期医療への人的資源の集中化を図

る。どういうことかというと、一般病床といいながらイコール急性期のように思われてい

るが、実はそうじゃないだろう。その中の急性期を明らかにしようということが、最初の

提案として出されました。そしてそれが、いずれ法制化を含めて方向性を明らかにすると

いうことを今、議論しているということでございます。 

急性期病床群の認定制度、これが平成 23 年 12 月に出されたのですが、議論もなく急に

事務局から出されました。一般病床の中に急性期病床群というものを認定するということ

です。どういうことかというと、今、一般病床ということでやっているわけですが、その

中で急性期と思われるところだけを抜き出して、認定するということです。これが機能分

化の第一歩だったのですが、私たちここで反対しました。 

その他はどうなっているのか、また一般病床で、急性期病床群は認定、それ以外の一般

病床はどうなるのか。どうせやるんだったら、一般病床すべての機能分化ということで議

論すべきだということでこれを諮問しました。もう一つは、この認定ということですね。

これが引っかかったわけでございます。 

その時のイメージとして厚労省が出したのは、急性期病床群というのは病気、疾患とし

ての急性期を診るだけじゃなくて、急性期病床の対象というのは、例えば緊急度まで入る

ということで、いわゆる疾患と病床の機能は違うという言い方をその時はしておりました。 

実はこの急性期病床群について議論して、結果として急性期のみ位置づけることで、急

性期以外が軽視される懸念があるとかいろんな問題点ある。また、認定というのは厳しい。

それから法制化するので硬直的にならないかという疑問で、修正案として、急性期に限ら

ず地域医療の全体像を踏まえた中で、位置作りを。 

要するに一般病床全てを機能分化しましょうということと、認定という硬直的な仕組み

から医療機関の自主性を尊重した仕組みに変えようということになりました。急性期医療

に関する作業グループで検討して、修正案に変えたということです。それに基づきまして、

今度は、一般病床すべての報告制度をつくろうということで議論が始まりました。 

それが病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会です。名前を見なが

らでなければ言えないような検討会ですが、ここで一般病床を急性期、亜急性、回復、こ

れは仮の分化です。一般病床はやっぱり分化するということで、それを医療機関自ら選択、

これは行政が認定するとか許可するじゃなくて、私たち自ら、自分たちの機能を選択する
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ような仕組みにしました。そして、それを基にして地域医療ビジョンの策定が出てきまし

た。病床機能の報告を基にして地域でビジョンをつくって、それぞれの医療圏においては、

ある機能を持った医療機関がどの程度あるのかをつかむ。片方では将来の人口構造を踏ま

えて、地域で必要なそれぞれの病床数はどれだけあるか、それをマッチングしていくとい

うのが、実はビジョン策定ということです。このような仕組みをつくろうということで、

議論がされました。 

それでまず、報告制度ということで、まず都道府県に報告する制度をつくると。そして

各医療機関は自分たちが自主的にするということを書いてございまして、それを基にして、

ビジョン案をつくるということです。ここで、この報告の内容の各医療機関の考え方や具

体的な内容については、医療提供者、利用者の意見も踏まえながら、医療部会の下に設け

る検討の場において別途ということで、実はこの報告制度を設けたわけでございます。 

このようにして、情報を把握してビジョンをつくるというような流れになってございま

す。地域医療ビジョンの策定ということで、これを医療計画に落とし込むという、流れか

らいうともう 25年になりましたけども、報告制度の骨組みは実はもうできているはずだっ

たのですが、まだできておりません。報告制度の検討会で具体的な内容を検討し、そして

医療機能の情報把握を始めて、それを基にしてビジョンのガイドライン作成、こういう流

れですが、まだこの報告制度のこの中間で今止まっているということです。 

具体的に医療機関が報告するといっても、自分の医療機関の機能はこういう機能ですよ

という、何かモデルがないとだめだということで、事務局、厚労省から「急性期」「亜急性」

「回復期」「地域多機能」「長期療養」と出されました。実は、これでちょっと揉めました。

「亜急性ってなんなのだ」と。ここに書いておりますが、急性期を経過したいわゆるポス

トアキュート、これは非常にわかりやすいです。 

一方、在宅や介護施設からの患者であって症状の急性増悪した患者、これは急性期だろ

うと。そのため、「亜急性期で急性期を診るのはけしからん」という話が出てきました。私

はいい案だと思ったのですが、なかなかいろんな意見があって、特にこの名前がわかりづ

らいとなりました。それから地域多機能、医療資源の少ない地域の病床機能ですが、地域

限定ですから、こういうものを全国版に出すのはいかがなものかということで、かなり問

題になりました。 

その後に出されたのが「検討中」というので、前を見ればわかりますが、「亜急性期」と

「地域多機能」を合わせたようなものがここについてきて、「検討中」になりました。軽度

の急性期とポストアキュートということで、同じですが名称は「検討中」。名前をなんとつ

けていいか考えているということでした。 

その後、病期というものと病棟というものは違うのではないか、医学的な病期というも

のがあって、しかしながら病棟というのとそれがイコールなのかどうなのかという議論が

途中から出ました。高度急性期、急性期、回復期、慢性期。いわゆる今の形ですがこうい

う分類ではどうかと。これは実は病棟の機能ではなくて、病期を分ければやっぱりこうな
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るんじゃないかと。さっき言った軽度の急性期だって、病期からいえば急性期だというこ

とで、「急性期」に入れようという意見がでました。 

その後については、時間がないので省略させていただきます。ただ、考え方としてはこ

の地域一般病棟というのは、病期からいうと急性期と亜急性期にまたがるような発想だと。

こういう発想を病院の中からしていたということだけ確認しておいてください。 

8月 8日、日本医師会と四病院団体協議会、これは私たちの全日病、日本病院会、日本医

療法人協会、精神科病院協会の 4 つの団体でございますが、そこで協議しまして、医療提

供の共同提言をしました。 

基本方針は何かというと、全国画一的じゃなくて地域の実情に合わせたものをつくるべ

きだということで、これからの超高齢社会にあっても、今の水準、今の素晴らしい日本の

医療提供体制をきちっと維持するんだということをトップに書いています。国民とビジョ

ンを共有し、私たちが勝手に考えるのではなくて、国民とビジョンを共有すると書きまし

た。そのため発症からリハ、在宅復帰までどのような病期にあっても、患者の病態に合わ

せて、最善の医療を切れ目なく提供する体制を構築する。いわゆる機能分化と連携という

ことですね。あとは質の高いものをしますし、医療・介護・福祉の連携も大事ですよと。

地域包括ケアシステムの実現に向けて、在宅医療を含めて柔軟な医療提供体制を構築する

ってことを提言いたしました。 

この中で、作ったのが高度急性期、急性期、回復期、慢性期。先ほどいいました医療部

会に出された、日医の区分と同じでございます。ただ急性期をかなり書き込みました。い

わゆる急性期医療を提供する機能を持つ病床ですが、急性期の中には重度、中等度のケー

スがあるということになっています。そして、ここから下ですね、 

地域に密着した病院病床と地域のニーズに応じて必要とされるきめ細かな報告制は必要

だということと、在宅や介護施設の患者の急性増悪、それが 2 次救急でございまして、い

わゆるこのあたりのところは、厚労省が最初に出した、亜急性期の中のサブアキュート部

分だと考えていただければと思います。あれは、急性期だねっていうことで、実は厚労省

の出した、亜急性期のところを 2 つに、急性期と回復期に分けたというふうに考えていた

だければと思います。わかりづらかったところをいったん議論を戻して、まず病期という

ことで、きちっと頭を整理しましょうということです。 

慢性期、実は先ほど言い忘れましたが、最初は一般病床の機能分化で慢性期は入ってい

ませんでした。途中から入りました。これはまず一般病床の機能分化から始まったんです

が、報告制度の検討会ができた時に、報告するのであれば一般病床だけではなくて、療養

病床も報告の中に入れるべきだとのことで、療養病床が入りました。療養は慢性期病床で

す。慢性期イコール療養病床と考えていいのですが、ただ実は一般病床の中でも、慢性期

といいましょうか、それをやっているところは一般病床であっても、慢性期の報告をする

病棟があると思っています。 

それから療養病床の中でも積極的に急性期と思われるところをやっているんであれば、
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報告。あるいは回復をやっているのであれば、そちらの報告と少し柔軟性をもった報告で

いいんじゃないかというようなことを、考えています。 

病院と病床機能との関係については、機能分化と連携の目指すものは、患者が適時適切

に必要な医療を適切な場所で十分に受けることができる体制の構築で、それに地域の実情

を十分に反映する。そしてこれを受けて、各病院が機能構築を適切に判断できるための制

度と財源両面の支援が必要だということと、医療法をはじめとする制度的枠組みを整備す

る。医療機関に対する公的支援に加え、どのような機能を選択しても地域、患者ニーズに

応えている限り、経営が安定して成り立つよう、体制構築に取り組む医療機関を支える、

それぞれの機能のコストを適切に反映した報酬体系の実現。 

即ち、機能分化と言われている以上、どの機能を選択してもその機能が地域に必要であ

れば、その地域に必要な医療を提供する医療機関、それが継続する為の支援は国が責任を

持ってしてくださいということを私たちは申し上げました。ですから、どの機能を私たち

が選んでも、きちんと安定して安心して国民に質の高いサービスを提供するということで

す。これが機能分化と病床ということで、機能は今言った 4 区分ですが、病院によっては

いろんな組み合わせがあっていいという例でございます。 

その後、医療部会で出されまして、そこで改めてこの 4 つの区分について議論が始まっ

たということです。本来であれば、この先ももっと議論が進んで、詳しい説明ができると

思ったのですが、議論が途中で止まっておりまして、ここまででございます。 

地域医療ビジョンというのは、医療計画などがございますが、医療計画というのは直近

の 5 年間の計画しかしませんが、地域医療ビジョンというのはもっと数十年先の将来を推

計して、それに合ったものをつくるということで、とりあえず地域医療ビジョンを策定し

て、医療計画の中に今後取り込んでいくという形です。 

療養病床もいろんな機能があると思っています。医療区分の 2、3を中心になかなか介護

施設とか在宅で診られない人、おそらく最期までいる患者さんがいるのも療養病床ですし、

ある意味で、急性期からも受け入れて在宅に復帰という機能もあるのではないかなと。そ

ういうことでは、今後この機能分化の中で、療養病床も機能区分して、切れ目ない医療連

携をいかにしていくかを私たちが考えなければならないと思っています。これから慢性期

の機能を考える中での参考としていただければと思います。ご静聴ありがとうございまし

た。 

 

[富家座長] 

 西澤先生ありがとうございました。僕のように慢性期をやっている者にとって、今回こ

の国レベルの議論で「慢性期」という言葉が出てきたのは今回が初めてではないかと思う

ぐらい嬉しく思っております。また、こういう一般病床の中には、特殊疾患や障害者病棟

という慢性期的な病床もまだ一般病床としてくくられていると、急性期、一般病床の機能

分化まではというと、こちら側も慢性期になっていくというように考えていってよろしい
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でしょうか。 

 

[西澤氏] 

まだ、議論が完全に行われていないので、答えにくいのですが、当然、今、先生がおっ

しゃったような病棟で、慢性期な患者であればそちらでの報告になるのではないかと思っ

ています。そこを踏まえて今後、再編ですから、一般病床の中だけの再編ではなく、療養

病床も含めた再編になる、そういうことが今後行われていくだろうと思います。 

 

[富家座長] 

ありがとうございます。ますます慢性期医療が重要になってくるのだろうと思います。

そもそも、なぜ国は、急性期の機能分化をこんな一生懸命にしたいのでしょうか。 

 

[西澤氏] 

 かつて、「その他病床」が「一般病床」と「療養病床」に分かれました。その分け方とい

うのは、「その他」の中でわかりやすい、いわゆる「慢性期」だけを切り離して「療養病床」

にした。ですから一般病床というのは、けして急性期だけではない。これから病床の機能

を分化させていく中で、一般病床も機能分化しないと国民に質の高い医療を提供できない

だろうという発想ではないかと思います。 

 

[富家座長] 

 ありがとうございました。それでは続きまして横浜市立大学付属病院付属市民総合医療

センター安全管理指導者准教授であります寺崎仁先生より、ご講演を賜りたいと思います。

よろしくお願いいたします。 
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【講演３】 

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

病院機能評価における慢性期医療の質 

－日本の病院機能評価の現況と慢性期病院の評価について－ 

 

寺崎仁氏 

（横浜市立大学附属市民総合医療センター 

安全管理指導者 准教授） 

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

 

 このような機会を与えていただきました、富家先生をはじめ日本慢性期医療学会の関

係者の方々に深く御礼を申し上げます。ところで、現在私は、高度急性期を担っている病

院の安全管理を担当しています。その私が、なぜ慢性期医療の学会でお話しするのかにつ

いて、簡単にご説明を申し上げます。 

病院機能評価という事業が始まってもう 16年が経過しておりますが、当初から私はその

活動に関わってきており、今回の評価項目等の見直しについては、慢性期医療協会の全面

的なご協力のもと、例えば南小樽病院の矢野先生や永生病院の飯田先生、その他の方々に

も加わっていただきまして、病院種別で言うところの「慢性期病院」の評価項目改定のた

めの検討会を設けましたが、そのとりまとめ役という立場で関わってきたということで、

このような機会を与えていただいたと思っております。 

さて、最初に有賀先生から急性期医療のお話、それから西澤先生のほうからは医療政策

についてのお話がありました。私の話はもっと現場のほうに戻りまして、病院機能評価の

新しい仕組みについてご紹介したいと思います。ぜひ受審にチャレンジをしていただきた

いな、という意味を込めましてお話をさせていただきたいと思っております。 

医療機能評価機構という組織は、既に 16 年前から病院の認定事業を行っている団体で、

当初は財団法人、現在は公益財団法人として活動しています。財団法人の設立時には、出

資者として病院団体とか医療専門職の団体とか、当然国も関わっていますが、医療に関係

した多くの団体が、医療について、しっかりと中立的な立場から第三者が評価して改善に

繋げて、医療の質を良くしていこうということで、いわば医療人が自分たちでお金を出し

合って作った団体です。そして、その活動を通じて、国民の健康と福祉の向上に寄与する

ことを目的としております。 

現在は、いくつかの事業が新たに加わって多岐にわたっておりますが、病院機能評価や

認定病院患者安全推進事業というような分野が、本来ならば中心的な事業として位置づけ
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られるものと考えています。現在では、厚生労働省の委託を受けた医療事故情報収集事業

や EBM、また産科医療補償制度など、非常に多岐にわたる事業を運営しているのですが、

もともとのスタートはこの病院機能評価を行っていた団体でございます。 

まず、認定病院の状況ですが、既に皆様方もお聞き及びとは思いますが、なかなか受審

する病院が増えていかず、むしろ最近では減ってきているのが問題となっています。一番

多い時には、全体で 2570 病院前後まで認定病院の数が増えたのですが、今では 2400病院

まで減ってしまうような状況になっています。日本全国に 8500ほどの病院がございますの

で、認定病院の数が全体の 3割まで達していないという現状です。 

今では「第一世代」と言っていますが、16 年前に開発された評価ツールを使って、認定

事業を開始しました。その後、評価項目を順次見直しまして、ケアプロセス評価を導入し

た「第二世代」のバージョン 4 を経て、バージョン 6 というところまできましたが、ケア

プロセスをより一層丁寧に評価しようということで、このたび「第三世代」と呼ばれる新

たな評価項目体系が開発され、この 4月から運用されているところです。この「第三世代」

の評価ツールの特徴は、今、申し上げたように、患者に提供されている医療とケアの内容

を、そのプロセスにもっと焦点を当てて評価するために開発されましたが、それと同時に

受審病院を増やすための配慮、言い方を替えれば受審し易くするための工夫も行っている

ところです。つまり、受審病院がなかなか増えない理由として、現場の実態と乖離した評

価が行われているのではないか、あるいは受審に伴う負担が過大であるとか、細かいこと

ですがサーベイヤーが上から目線であるなど、さまざまな批判に応えるために、かつ我々

自身も現場の方々にもっと役に立つような評価ツールを作ろうということで、今回ご紹介

する「第三世代」と呼ばれる評価ツールを開発したところでございます。 

それでは、まず病院機能評価の現状ということで、全国の認定病院の状況ですが、都道

府県別で見ますと、認定病院の割合が一番高いのは滋賀県で全体の 43％の病院が認定を受

けています。一方、一番低いのは茨城県で 17.5％ということですが、全国的にみると東日

本のほうで認定の割合が低い傾向があります。そして、全国的にも全体の 3 割に満たない

病院しか機能評価を受審していないという現実があり、病院機能評価のさらなる普及と、

それを通じた現場の方々の支援、そして医療の質の改善をどうやって実現して行くのかが

大きな課題となっております。 

そして今回、15 年間活動してきた経験の中でさまざまな問題点も明らかになりましたの

で、評価項目を含めて大きな見直しを行いました。例えば、病院の特性に応じた機能種別

を設けるということで、わかりにくかった受審のための病院種別を個々の病院の機能の実

態に合わせやすいように再区分したり、受審の負担軽減を図るべく評価項目を大幅に削減

し訪問審査の日数も短縮したり、またサーベイのスタイルも変更するなど、後で詳しくご

説明しますが、そのような改善を図ったというところです。 

それから、認定証の有効期限が 5年間でございますので、1回認定を受けると 5年間は何

もしなくてもいいという、そういう受け止め方をされてしまうことも懸念されていました
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ので、もう少し継続的な改善活動を支援するために、認定期間中に一度状況を確認させて

いただく仕組みも取り入れました。但し、これは病院側の意向によって、書類だけでも構

いませんし、サーベイヤーが改善状況の確認にお伺いすることもありますが、そのために

病院に負担のかかることのないような配慮が必要だと思っています。また、更新審査とい

うのが 5 年毎に行われることになりますが、まだ詳細は決まってはおりませんけれども、

例えば更新審査のたびに「理念はどうですか？」「基本方針は？」などのように、毎回同じ

ように一から聞いていくのは止めて、むしろ前回の審査で課題があった部分を重点的に確

認しながら、改善を支援する視点で取り組んだほうがいいのではないかということで、そ

のような方向で更新審査のあり方も見直す予定になっています。 

評価項目体系については、個々の病院の実態に即した評価が適切に行われるようにとい

うことで、評価内容の重点化、要はスリム化ということですが、かなり評価項目を整理し

たということです。また、各評価項目を 5 段階で評価することになっていたのですが、事

実上は 3 段階でしか評価していない運用の実態がありましたので、今回は原則 3 段階評価

とし、特段に良ければ Sという評価も付けられるということで、ABCプラス Sという評価

の方式に変更しました。また、認定できるかどうかの判断の権限も、現場の状況を実際に

確認しているサーベイヤーチームにある程度は与えるなどの見直しを行いました。 

さて、機能評価受審のための病院の種別、正確には「機能種別」と言っていますが、そ

れについてもう少し詳しくお話しします。「機能種別」は全部で 5つに区分されていて、「一

般病院 1」というのは、比較的狭い地域を範囲として地域医療を支えている中小規模の病院

を対象にしています。「一般病院 2」は、大規模で高度急性期と言われるような医療を担う

病院が対象です。最近では、回復期を中心にリハビリテーションに注力しているところも

多くなっていますので、「リハビリテーション病院」という区分を新たに設けました。それ

から「慢性期病院」については、主として療養病床で慢性期医療を担う病院を対象として

いますし、最後の「精神科病院」を含めた 5 つの病院種別に整理いたしまして、できるだ

け個々の病院の機能の実態に即した評価が行われるように工夫しました。 

新たな訪問審査体制については、受審する病院にとっては訪問審査が一番大きなイベン

トですので、そのような状況を踏まえながら見直された部分を申し上げます。まず、訪問

審査にお伺いするサーベイヤーの人数を減らしてスリム化し、また訪問調査を短縮して病

院側の負担の軽減を図っています。サーベイヤーにとっては、逆に負担が増えたわけです

が、一番小さな規模の病院では 4 名だったのを 3 名に絞り、診療と看護、そして事務の 3

名がお伺いします。大規模病院の場合は、従来は 7 名であったところを 6 名のサーベイヤ

ーに減らしています。また、訪問調査は最長 3 日間であったところを全部 2 日にして、規

模の小さな病院は 2 日目の午前中で終わりますし、規模の大きな病院では 2 日目を丸々使

いますが、3日間かけていたところを 2日に全部集約しました。 

次に、評価項目の内容についてお話ししたいと思います。まず、評価項目の重点化が図

られスリム化、つまり評価項目の数がかなり削減されました。また、診療とケアのプロセ
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スをしっかりと確認させていただきながら、その中で病院スタッフの気付きを促しアドバ

イスに繋げるということを考えまして、実際の審査の場面では、ある患者さんの入院から

退院までの経過を丁寧に追っていく形に改めました。「患者トレース法」と呼んでいますが、

実際に提供されている医療とケアの中身を見させていただきながら、しっかりと実践でき

ているならば、そのような状況を評価するというように変えています。 

評価項目のスリム化の具体的な部分ですが、まず評価項目が、従来は 8 つの領域で構成

されていましたが、これを全て 4 つに集約して、「患者中心の医療の推進」「良質な医療の

実践１」「良質な医療の実践 2」、そして「理念達成に向けた組織運営」の 4領域に整理しま

した。「良質な医療の実践１」では、先ほど申し上げました「患者トレース法」ということ

で、実際にケアプロセスを確認等いろいろ詳しく見ていく項目が設定されています。「良質

な医療の実践 2」というのは、診療支援の各部門を評価する項目で構成されています。 

そして、評価項目の構成自体も「大項目」「中項目」とあって、以前はその下にさらに「小

項目」というのがありましたが、今回は「大項目」と「中項目」という構成に整理して、「評

価の視点」や「評価の要素」といったものを提示する形にしております。また、実際に評

点を付ける「中項目」の数については、病院の種別にもよりますが、従来の 150前後から 4

割近く減って 90項目くらいになりました。 

ところで、ケアプロセス評価の手順ですが、病棟に赴きまして、まずは病棟の全体の状

況を確認させていただき、そのあとにケアプロセス調査ということで、症例ベースで入院

から退院までの間の流れを「患者トレース」という形で評価して行きます。基本的に 2 つ

の病棟を見ることになっていまして、一つ目の病棟は 1 時間半かけて患者さんのケアの状

況を確認し、二つ目の病棟ではそこで聞ききれなかったことも含めて、また別な症例を使

って評価するという流れになっています。このケアプロセス評価は、カルテなどの資料が

あれば必ずしも病棟でなくても出来ますので、会議室やカンファレンスルームを使って行

うこともできます。電子カルテの場合ですと、プロジェクターで映写しながら病棟スタッ

フと状況を確認することが行われていますが、実際のところ「ここを見せてください」と

なったときに、電子カルテでは該当の部分を迅速に提示することが難しいようです。 

実際のところ何を評価していくのかというと、患者本位になっているのか、安全や感染

予防への配慮だとかチーム医療としての機能がどうなのか、確実な連絡と指示の実施など

いろいろなことがありますが、やはり質の高い医療が行われているのかというところを、

患者さんの目線でしっかりと確認するようにしています。それからマニュアルや基準など

も、それらがあることは大事ですが、実際のところはケアの中身がもっと重要ですので、

マニュアルの内容とケアの実際を確認して、マニュアルに沿っていることよりも、患者さ

んにとって良い医療ができる仕組みになっているのかどうか、という視点でサーベイして

いきたいなと思っているところでございます。なお、ケアプロセス評価を行う病棟は、そ

の病院の典型的な症例を多く扱う病棟を選ぶように受審病院にお願いしておりますし、実

際に見させていただく症例についても、常日頃よく経験するような病状、病態の患者さん
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を選ぶようにお願いしています。要は、その病院で常日頃、どういう診療とケアをしてい

るのか、というようなところをわかりやすく説明していただければと思っています。 

最後に、医療の質の評価として、慢性期医療に特徴的ないくつかの臨床指標が取り入れ

られています。例えば、Ⅱ度以上の褥瘡の新規発生率がどの程度なのか、それから入院患

者で転倒・転落によって障害が生じた方々がどのくらいなのか、これらは病院の種別にか

かわらず共通のクリニカルインディケーターとして設定されておりますが、慢性期病院の

場合はさらにプラス 4 つの指標が設定されています。具体的には、入院時の医療区分が 3

カ月後にどれだけ改善したのか、肺炎の新規発生率がどれだけあるのか、入院時に膀胱留

置カテーテルを装着していた患者がどのくらい抜去できたのか、抑制が行われている患者

の割合などですが、これらは慢性期医療協会での取り組みを参考にさせていただいて、病

院機能評価にもクリニカルインディケーターとして導入したところでございます。 

以上でございますが、新しい枠組みで行われている病院機能評価の仕組み、特に慢性期

医療の部分についてご説明申し上げました。多分ここにご参加いただいている皆さんは、

患者にとって良い医療を提供しているという思いを沢山お持ちだと思います。ただ、それ

がもし、患者さん自身、あるいは家族、それから国民の皆さんに「良い医療を受けている」

という実感として伝わっていないとするならば、それは大変にもったいない話だと思って

います。ぜひ、良い医療を提供しているならば、それが「良い」と実感してもらえるよう

に取り組んでいただきたいと思っています。国民にとって安心して生活できる、安心して

暮らしていける、そして安心して人生を全うできるということが、非常に大事な部分でご

ざいます。慢性期医療は、人生の仕上げを援助するというような側面がありますので、ぜ

ひしっかりとした質を担保しながらその大事な部分を担っていただきたいと思いますし、

そのお役に立てればと思っております。 

ご静聴、どうもありがとうございました。 

 

[富家座長] 

寺崎先生、どうもありがとうございました。日本医療機能評価機構のサーベイヤーとし

て、新しい慢性期医療についての認定等についても詳しくお話しいただきました。 

先生、ちょっと確認ですが、機能種別での評価が始まったのですが、例えば一般病院の

中で、障害者病棟だけを持っている病院は、慢性期として認定されていくのでしょうか、

それとも一般急性期として分類されるのでしょうか。 

 

[寺崎氏] 

受審する病院さんとの相談になると思います。個別の状況を判断しながら、病院側がど

の種別で認定されることを希望なさるのかを踏まえながら、話し合って決めていくことに

なると思います。 
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[富家座長] 

ありがとうございます。日本慢性期医療協会としては、矢野先生をはじめとする委員会

の先生方が非常に苦労をして作られたクリニカルインディケーターが、この医療機能評価

でも活用されるというのは、私自身も非常に嬉しく思っております。 

寺崎先生、例えば、肺炎の新規発生率や抑制の割合など、クリアしなければいけないミ

ニマムスコアみたいなのを作るという意味でしょうか。 

 

[寺崎氏] 

そのようなスコアのようなものはまだ、我々自身は持っていません。今は、他の病院と

比べて「お宅の病院はこうです」というデータの戻し方はできると思いますが、何％以上、

あるいは何％以下でなければいけないというようなことを、我々自身が今の段階で持って

いるわけではございません。 

 

[富家座長] 

その数字によって認定を受ける、受けないっていうことはないのですね。 

 

[寺崎氏] 

そういうことではございません。あくまでも、我々は病院の機能改善を支援するという

枠組みで活動しています。何か線を引いて、「そこに到達していないからだめだ」というこ

とではなく、「そこをクリアするためにどうすればよいのか」ということを、病院の皆さん

と一緒に考えていきたいと思っているところです。 

 

[富家座長] 

なるほど、超えなければいけないと思ってドキドキしてしまう病院もあると思いますが、

そんなことはないということです。ありがとうございます。非常に貴重なご講演をありが

とうございました。 

では、最後のご講演に移りたいと思います。井川先生は、日本慢性期医療協会の医療連

携委員会の委員長でございます。井川先生、よろしくお願いいたします。 
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【講演４】 

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

慢性期医療の質を問う 

～療養病床に亜急性が担えるか～ 

The Role of Long-Term Care Hospitals  

in “Super-Aged Society” 

 

井川誠一郎氏 

（日本慢性期医療協会医療連携委員会委員長・ 

医療法人恵泉会 浜寺中央病院院長） 

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

 

 皆さん、こんにちは。私は一介の 100 床ちょっとの病院の院長ですので、このような三

先生と並んでシンポジウムに出るのは非常に不思議な感じがしております。日本慢性期医

療協会の医療連携委員会の委員長として具体的な話をしてほしいとのご配慮で、富家先生、

武久会長が私を推薦していただいたのだと思いますので、その点について少しお話しさせ

ていただきたいと思います。 

皆さんご存じのように、日本の超高齢化社会というのは進行しつつあります。今年、団

塊の世代は 65 歳以上になりましたし、10 年後の 2025 年に 75 歳。有賀先生がおっしゃら

れた、救急車搬送が非常に増えるといわれる 75歳以上。これはもう、何よりも明らかな事

実でございます。 

一方、入院しておられる患者さんの状態、年齢を見ていきますと、昭和 50 年代は 65 歳

以上がわずか 25％程度でしたが、平成 20 年にはもう約 3 分の 2 が 65 歳以上、約半数を

75 歳以上の患者さんが占める。もうそういう時代で、ほとんどの病院におられる患者の大

半が高齢者であるというのが現実です。 

さらに死亡場所を見ていきますと、昭和 30 年前後、私は 1955 年生まれですが、ちょう

どこの時期は 8 割ぐらいの方がご自宅で亡くなっておられました。実際、うちのおじいさ

んなんかも自宅で亡くなりましたが、今や逆転しておりまして、病院で亡くなられた方が 8

割、自宅で亡くなられた方はわずか 12％程度、非常に少ない状況になっておられます。 

そういたしますと、日本人の死亡者、高齢化率がどんどん増えてくるようなことになっ

ておりますので、2025 年には 2010 年の約 1.5 倍に増加してきている。そうすると 1 回入

院して死亡されると、入院患者は 1.5倍。2回入院して 2回目に死亡すれば入院患者は 3倍

です。 
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例えば心筋梗塞を起こされました、次の 1 回は心不全で入院されました。またその次に

入院された時にお亡くなりになりましたということにすると 3 回入院されることになりま

す。そうなると入院患者は必然的に 4.5倍に増えることになります。このことはどういうこ

とかといいますと、今のままの在院日数でいきますと、病床数は 1.5倍もしくは 3倍もしく

は 4.5倍の病床数が必要だということになります。 

しかし、厚生労働省は長期スパンの考え方として病床数を相当増やすという意図は全く

ありません。とすると何をしなきゃいけないか。平均在院日数を縮めるしか方法がないわ

けです。特に急性期病院の平均在院日数を縮めなければ、当然その急性期病院に入れる患

者さんがオーバーフローしてしまうということになります。 

過去の平均在院日数の推移を見ていきますと、平成元年頃の平均が 47日ぐらいだったの

が、平成 20年には 37日と、約 20年かけて 10日ほど短縮しています。 

減少の主たる原因は、実際には医療の進歩です。例えば心筋梗塞を起こされます。PCI と

いうのを今ではやっておりますけども、以前は足から管をいれて風船治療をしていたわけ

ですが、それを手首からやることによって、場合によっては日帰りが可能になる。心臓手

術もそうです。心臓のバイパス手術をするときに、人工心肺という機械を使って、心臓を

止めて手術していたのが、今は多くの施設で心臓を止めずに手術をしているわけで、約 1

週間ちょっとで退院できる。昔は 1 カ月ぐらい入院していた。こういう風に、医療の進歩

によって、こういう方たちの入院、20年で約 10日間の短縮が図ってこられました。 

急性期病院の出口問題については先ほど有賀先生のお話にもありましたが、私が注目す

るのは日数。一般病床の平均在院日数は今約 20日、19日ぐらいですけども、それがシナリ

オでは、高度急性期で 15日、急性期では 9日程度というふうに見込まれております。これ

は何を意味するかといいますと、これからの 10 年間で約 10 日縮めるということです。医

療の進歩で 20年間でようやく 10日縮まったものが、ここから 10年間でさらに 10日縮ま

るとはまず思えない。 

ということはどういうことかと申しますと。急性期におられる患者さんが、治療を今現

在と同じような形の治療をされておられたとして、今までは医療の進歩によって何とか退

院までに治療が終了していました。今後は今現在であれば、10 日目ぐらいの状態の患者さ

ん、つまり治療途中の患者さんが退院して次の病院に移らなければこの在院日数は稼げな

いということになります。その患者さんを受け取る多くのところは、慢性期病床となりま

す。では本当にそのサブアキュート、ポストアキュートの部分が我々の病床でできるのか

ということが一番の問題になります。 

大阪では 3 次救急施設と慢性期医療施設の連携、大阪緊急連携ネットワークをしており

まして、私がコーディネーターをしております。平成 20年 5年前に開設いたしまして、現

在参加施設、3次救急 13施設。これは 2つの大学病院除きまして、全ての 3次救急施設が、

大阪府下全部 14 あります。3 次救急施設と、国立循環器病センターが入って 13 施設。慢

性期は 35 施設でございます。大阪の日慢協会員病院のうち 50％弱ですね。開設時は 3 次
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救急 5 施設と慢性期 22 施設で始まりました。3 次救急の 5 施設からこの 13 施設に増えた

のはほとんど口コミですね。救急病院同士の話の中で、こういうネットワークで患者さん

を受け入れてもらっているというお話を聞きましたという形で、私のほうに電話がかかり

ます。 

どういう患者さんを受け入れているかといいますと、3次救急に搬送したミスマッチ患者、

例えば、2次救急で取れなくて 3次救急に搬送されるという話がありましたけれども、2次

救急で断られた患者さん、例えば老人施設におられるような軽い発熱であるとか、脱水、

尿路感染、そういう患者さんをできるだけ早く運ぶ。あとは、3次救急施設におられる長期

入院の患者さん、脳梗塞、なかなかいろんな状況で長期におられるというような患者さん

の受け入れをやって、3次救急施設の回転率を向上させようという受け入れをやっている。 

実績でございますが、5年やっていますと、連携紹介数がほぼ 500例近くになりました。

男性 291名女性が 179名。16歳～99歳、平均 68.5歳です。紹介患者の依頼までの在院日

数、これ救急病院におられる日数ですけども、0～353日でほぼ 1年間救急病院の 3次救急

におられた方もいました。平均が 27.1 日。ほぼ 1 カ月。3 週間以上入院例は 203 例、470

例のうちの 203 例、約 4 割の患者さんが 3 週間以上 3 次救急のベッドの上におられるとい

うふうなことでございます。 

調整結果でございますけども、264 名が転院していただきました。77 名は調整後のキャ

ンセル、もう病院は決まっていたのですが、患者の急変があったり、他の病院が決まった

ということでキャンセルになりました。それから、調整をしている最中にキャンセルの人

が 92名で、全然ご紹介ができない、これはいろんな理由がございますが、後で申し上げま

すが、紹介先が見つけられない「これは私どもでは見つけられないですね」というような

形でお断りさせていただく症例が 36例、出ました。 

紹介から転院まで実際に要した日数は 0～121 日、平均で 11.7 日。3 日以内の転院は 66

例で、転院例の 26％です。1 週間以内が 142例、この半数以上は 1週間以内に転院してい

ただけております。 

紹介患者さんについては、人工呼吸器が15％程度、気管切開や酸素吸入例がそれぞれ50％

弱、吸引に至っては 60％ぐらい。気管内挿管だけが転院させられた患者さんお一人しかい

なくて、少ないですけども、実は挿管患者さんの多くは、紹介先を探している間に急変さ

れたりとかお亡くなりになったりとか、なかなか実際に転院にいたった患者さんが少ない

というのが実情です。それから、病態でお断りしたのではなくて、他の要因でお断りせざ

るを得なかったということがおわかりいただけるかなと思います。 

転院患者さんの転帰ですが、入院中が 65 名、3 割の 82 名が療養病床からお帰りになっ

ています。最長では約 2 年で退院された方もおられます。転院からの入院患者さんで死亡

退院、これは独自に転院後 90日以内の死亡を死亡退院としておりますが、そうしますと大

体 41 名 15.5％が死亡、お亡くなりになって退院されています。そのうちの大半、30 数名

は何かといいますと、ガン末期の患者さん、それから蘇生後脳症、いわゆるベジタブルに
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近い患者さんが 30 数名。転院された方が 31 例、遠隔死亡、多病死ですが、脳梗塞で入ら

れた後、心筋梗塞を起こされたとか、肺炎になられたとかというふうなことで、お亡くな

りになっている方が 45例ほどいる。 

この実績からいえることは、亜急性期と十分呼べる医療度の高い患者を転院させ、3分の

1の患者を退院せしめることができた。死亡退院の多くは低酸素脳症、がん末期の延命の困

難な患者であった。以上より転院後の成績は比較的良好であったといえ、現在までの急性

期病院、3次救急のほうからよりよい 3次救急の参加者が増えるという状況で継続につなが

っていると考えています。 

一方ですべての療養病床がこのような亜急性期機能が必要なのかという議論が出てくる

と思います。実は、このネットワークに参加してくれている病院が、あらかじめ 30数項目

の病態につき受け入れができるかどうかという資料をいただいております。この中で代表

的なものをお示ししますと、人工呼吸器、約 5 割の施設が対応可能です。逆にいうと 5 割

の施設は対応できない。人工透析にいたっては 1 割ちょっとしか受け取っていただけませ

ん。他の手術はまず無理です。一方、気管切開、酸素吸入、誤嚥性肺炎治療だったり脱水

の治療だったり、尿路感染の治療に関してはほぼ 100％に近くの施設で対応可能です。受け

入れが難しいと答えた数％は精神科病床、そういう所がちょっと難しいとおっしゃいます

けど、療養病床の所、一般の療養病床のまずほとんどの所は対応できる。対して、抗がん

剤、化学療法は難しい。一番困るのは、精神疾患、認知症の重度、認知症と合わせて徘徊

ですね。ここに関しては受け取っていただける施設が少ないというのが現状でございます。 

大阪府の医療施設の事情を見てみますと、施設は 540 ございます。一般 501。一般病院

の病床数は 95000ぐらいで、療養病床はそのうち 24000程度です。日本慢性期医療協会に

所属しているのは 70 施設で、うち病院が 66 施設で、このうち 50％以上の 35 施設はこの

ネットワークに参加しているいう状況でございます。そこにネットワーク参加病院が有し

ているベッド数は 7400床。つまり大阪府の療養病床の約 4分の 1がすでに亜急性期病床と

して機能している。そして、人工呼吸器を扱える病床はそのうちの半分ということになり

ます。それで、一応なんとかかんとかこのネットワークは成り立っているというふうに考

えていただいたらいいかと思います。 

全国で 10万人対の病床数は非常に地域差があります。埼玉と高知を見ますと、700とか

1900 とかありまして、3 倍くらいの格差がある。病院数、病床数がはるかに違います。療

養病床、一般病床の比を見ますと、これも大きく違います。高知県や山口県は、非常に高

い。ほとんど 1:1に近いぐらいの病床数、療養病床を持っている。 

そういたしますと、このような地方では当然、一般病床といいつつも、大阪府で呼ばれ

るような療養病床におられる患者さんが一般病院におられるということになります。そう

いう地域の療養病床では、亜急性期機能はそれほど必要じゃなくなってくる。それに対し

て一般病床に比し療養病床が少ない東京など大都市圏の療養病床は亜急性期機能がさらに

多くの病院で必要となってくる。今後、将来必ず高齢化社会が訪れるわけですから、より 1
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段 2 段高い重症度の患者を慢性期が引き受けないと急性期は破綻する。その状況で、こう

考えますと、特に大都会の病院はよりステップアップした患者さんを診られる状況にもっ

ていかないといけないということになります。 

つまり、医療療養病床というのは、高度急性期、急性期あるいは回復期・亜急性期、そ

れから介護施設の間に位置するわけですけども、この大きな幅の中で、地域性に鑑みて、

移動しなければならない。一番高いレベルを求められるのが、大都会で、今後高齢化率、

さらに上がってくるといわれておりますので、より必要となっていくということになりま

す。 

まとめますと、超高齢化社会に突入する日本において、病院の機能分化は最重要課題で

あり、とりわけ亜急性期から慢性期医療をどう担っていくかが重要であると思っておりま

す。大阪緊急ネットワークの成果から、療養病床にも亜急性期を担える施設も多く存在す

ると考えられますが、地域差が大きいと推測されます。今後の超高齢化社会を乗り切るた

めには、現在の病床区分にかかわらず、病院は医療を提供する施設であるという原点に立

ち返る必要があり、亜急性期を担える療養病床がさらに増加していくことが期待されると

思います。以上でございます。ご静聴ありがとうございました。 

 

[富家座長] 

井川先生ありがとうございました。救急医療を慢性期の側面から支えていく。私たちは

「急慢連携」と呼んでいますが、大阪では半分以上の療養病床が、急性期との連携に参加

しているという非常に興味深い話でした。 

井川先生のお話ですと、今後は重装備な慢性期医療を提供していかなければいけないよ

うに感じたのですが、「老人収容所」といわれるような療養病床ではなく、より急性期に近

いような重装備・高機能が必要になっていくというお話だと感じました。 

先生、具体的にどんな機能を療養病床に付けていけばいいとお考えでしょうか。 

 

[井川氏] 

そうですね。まず人工呼吸器を扱えるかどうかですが、そこができるかどうか。私がコ

ーディネーターとして 3 次救急から来られた患者さんをどこに転院していただくかを考え

るとき大きなキーポイントになります。 

といいますのは、蘇生を希望されておられる患者さんを療養病床に送り込むときに、そ

こが人工呼吸器を扱えないよということになりますと、挿管が十分にできないということ

になりますので、できるならば、能力としてはあるほうが嬉しいと思います。ただ、すべ

ての施設に必要かといいますと、療養病床の中でも機能分化というのが、これからはある

程度進んでいくのかなという気がしています。 

 

[富家座長] 
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 なるほど、そうすると人工呼吸器の患者さんを慢性期ですと長く診ていかないといけな

いので、気管切開の手術等の機能も必要になってくる。 

 

[井川氏] 

 当院ではやっていますが、できている施設はほとんどありません。いったん急性期病院

に回っていただいて、手術だけをしていただいて、落ち着いてやっていただけると思いま

すので、それはお願いしてもいいのではないかと思っています。 

 

[富家座長] 

 なるほど、そういった形で急性期病院と慢性期病院が連携を図ればいいですね。先生、

ありがとうございました。以上で、井川先生のご講演を終わりにさせていただきます。引

き続き先生方にご登壇いただきまして、ディスカッションに移らせていただきたいと思い

ます。先生方、ご登壇いただければと思います。 
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【パネルディスカッション】 

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

 

[富家座長] 

 それではディスカッションを進めていきたいと思います。先ほど、有賀先生から東京都

の救急体制が崩壊しつつある、破綻しているのではないかというお話がありました。ここ

にご登壇いただいている先生方、西澤先生は北海道、寺崎先生は横浜、また井川先生は大

阪という津々浦々から来ていただいているのですが、破綻の度合いについて、もし感じて

いることがあれば教えていただきたいと思います。また、各地域での救急の現状をお話し

いただければと思います。まず、有賀先生からもう一度ご意見いただけますでしょうか。 

 

[有賀徹氏] 

 救急隊の数を少しずつ増やしていっているんですけれども、それにもまして、救急搬送

を必要とする患者さんが増えている。それも追いつかない。ですから、今では赤い車が白

い車の代わりをしている。赤い車が 1日に 300ないし 350台ぐらい出動しないといけない。 

救急の需要と供給、救急隊による搬送という需要と供給の問題でいけば、今のような話

でいいんですけども、実は救急隊員の労働環境という観点からいいますと、もうほとんど

休みが取れないで、24 時間働いている。こういう状況で労働基準監督署がもし東京消防庁

に検査に入ればあっという間にどうにもならないという状況です。 

ですから、先ほどの PA連携という、白い車が代わりにいって出動しろということも、救

急隊員の労働環境をより悪化させないという観点から、もう出発しているという見方もあ

るわけですよね。そういう意味で、自治体消防による救急は極めて深刻だということを認

識すべきだということです。 

 

[富家座長] 

 ありがとうございます。西澤先生、よろしくお願いします。 

 

[西澤氏] 

まず感じたのは地域によって全然違うということです。医療提供体制を全国一律で決め

るのは無理がある。地域の実情に応じた提供体制が必要ということになります。北海道で

は東京のようなことはまずないなと思います。北海道では、札幌と札幌以外でまた全然違

ってくるので、地域に応じた単位を都道府県にするのか、あるいは医療圏にするのか、そ

ういうことでも変わってくると思います。 

有賀先生のお話を聞いて思ったのですが、3次救急は本当に今、疲弊しているということ

で、大阪のほうでは 3 次救急から療養病床に受け入れているケースもあるようですが、必
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要でない患者が 3 次救急に行かないようにするにはどうしたらいいかを考える必要があり

ます。 

有賀先生のデータにもありましたが、地域密着型の病院、つまり日頃から患者さんの近

くで対応している病院が、患者さんに何かあった時にすぐ受け入れるようなシステムにし

て、3次救急に高齢者が行く必要なく、行かないようなシステムをまずつくること、これが

一番大事じゃないかなと思っています。これは全国共通したシステムだと思っています。

それをいかにつくるかが、これからの救急の大きな鍵になるのではないかと思っています。 

 

[富家座長] 

 ありがとうございます。寺崎先生、よろしくお願いします。 

 

[寺崎氏] 

救急が専門ではありませんので、どこまで答えになるかとも思いますが、横浜では確か

に救急医療については「横浜方式」という独自の方法を取って、比較的、役割分担がしっ

かりとできていると聞いております。 

当院は 3 次救急を担っておりまして、重度・重篤な方々を受け入れるという役割を担っ

ているわけですが、大都会の真ん中にありまして、制度の狭間になっている、いわゆる「社

会的な弱者」もたくさん運ばれてきます。医療だけで解決できる問題ではないことを、常

日頃から感じているわけですが、救急に限らず、急性期医療の中では、従来医療として対

応してこなかったようなことも含めて、高齢者を中心にさまざまなニーズを抱えた人たち

が増えてきました。 

慢性期の先生方は、その辺りの認識を以前からお持ちでしたので、急性期の病院に比べ

れば非常にうまく対応していると思っています。本来、医療でどこまでやるのかという問

題はあるにしても、社会的なニーズを社会資源とうまく組み合わせて早期退院につなげる

ということを、急性期病院でも工夫する余地はまだあると感じております。 

 

[富家座長] 

ありがとうございます。井川先生よろしくお願いします。 

 

[井川氏] 

 私は急性期医療の人間でございませんので、具体的な数字は知りませんが、大阪はほと

んど東京と同じような状況かと思います。東京では、救急隊が出発してから戻られるのに

90 分ぐらいと先ほど有賀先生がおっしゃいました。大阪でこういう連携を立ち上げる時、

救急隊が早く患者さんを搬送できる場所を確保しないといけないということが、この連携

の始まりでしたが、先ほど「90 分」と聞いて、そこまで来たかと思っているのが今の実感

でございます。 
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[富家座長] 

 ありがとうございます。 

 

[有賀徹氏] 

今のことに関連して、救急隊が現場に行ったときに、「あなたは緊急性が低いので、自分

で行ってくださいね」と引き上げるとか、それから横浜のほうでは 119 通報を聞いたとき

に、これは極めて緊急度が低いので、救急車は行くことは行くんですけども、ちっちゃい

救急車は二人乗車で赤信号でも止まっていく。今は、赤信号は止まっていないみたいです

けど、そうやって行くとかいうことをやったり。 

それから東京、奈良、大阪では、119番通報をしようかと思って悩んだらここに電話して

ねっていう#7119のそういうふうな公的サービスがあるわけですよね。結局、こういうふう

な工夫をして救急隊という医療資源の投入に傾斜をつけるというふうなことをしていかな

いと、おそらくいずれの日にか緊急性の高い場合にも、来てくれない。 

一般の方はよく「救急隊を呼んでも来てくれないようなことが起こるんですか」と言わ

れるのですが。それは「あなたのために行かないよ」という問題ではなくて、もうこのま

まの状態で放置すればおそらく、行く救急車がないと、そういう状況になっているという

ことを知っていないといけない。 

 

[井川氏] 

 西澤先生がおっしゃったように 3次救急に行かせない方法の一つとして、「地域密着型」

という形があります。今、お示ししたようなデータがありますと、軽い肺炎、老人施設か

ら起こった軽い肺炎があるとか、尿路感染であるとかそういうふうなものは、十分我々の

療養病床でも受け取れる。そういうところ、地域に根ざして地域に帰っていただく患者を

療養病棟で預かって治療していくんだというのも、一つの考えだろうと思います。 

 

[富家座長] 

 ありがとうございます。続いて、テーマについて、「慢性期医療の質を問う」というとこ

ろに戻って、少し先生方からご意見をお聞きします。 

先ほどの西澤先生のお話では、病床機能分化、病床機能報告制度で「慢性期」という言

葉が入ってきて、選択肢の一つの中に慢性期というものが出てきたというお話。また、寺

崎先生のお話の中では、病院機能評価の中で慢性期病院という評価項目、評価病院という

のが出てきた中で、最近の慢性期という言葉の認知度というのが非常に上がってきている

という。私自身、非常に嬉しいのですが、井川先生の話でも、高機能化が進んで、慢性期

医療そのものの機能分化が必要ではないかというお話を先ほどいただいております。 

そうした中で、先生方、現場からみて慢性期医療の質について、「ここを見ている」とい
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う、もしくは、先生方が「慢性期医療にここを期待したい」ということを教えていただけ

ればと思います。 

 

[有賀徹氏] 

急性増悪を急性期と見るかどうかというところが、多分あるだろうと思うんですけども。

基本的に、お年を召した方がどんどん増えてくるといったときに、そのお年を召した方た

ちがもし、かかりつけ医がいるという話でいえば、その方の病期の趨勢がある日ある時、

ちょっときつくなる、そういうことですよね。 

ですからそれは場合によって第 3、第 4 コーナーを回っていくお年寄りをとってみれば、

急性期、亜急性期、慢性期という単純な話ではない。その中で、慢性期の病院に何が求め

られているかといえば、それはその地域の地域社会の構築です。それは何々病床であれ、

何々病院であれ、急性期であれ慢性期であれ、その地域の中で担うべき役割をきちんと果

たしていく。 

ですから、その時にやっぱり地域で面倒を見ましょうという意味での地域社会をどのよ

うに支えるのかという所で、慢性期医療に一役も二役も担っていただく。これが一番大事

ではないかと思います。 

 

[富家座長] 

 地域のニーズによって、慢性期医療が分化していく必要もありますね。西澤先生も 2300

会員の中で、ケアミックスもしくは地方そして都心、いろんな病院を見てこられていると

思うのですが、先生自身が慢性期の病院に求められることは、何でしょうか。 

 

[西澤氏] 

すべての病院に共通して求められる質というものがあると思います。それをまず守るこ

とです。それは何かというと、組織だと思いますね。病院という組織でしっかりした理念

を持っているか、その理念を職員が理解しているか、それに基づいて行動しているか、こ

れは急性期、慢性期の関係なく、それが一番の質だと思います。 

又、ある意味では医療の質イコール職員の質ですよね。ですから、いかに質の高い職員

がいるかということ。それには教育が非常に大事になってくるということです。また、地

域においてのニーズあってのサービスですから、慢性期医療をするのであれば、慢性期の

どのようなニーズがあるか、それに対してしっかりした質の高いサービスの提供ができる

かということをどう考えるか。その中で考えなければならないのは、第三者の機能評価を

受けるのが当たり前というぐらいにならないと良くはならないと思っております。 

ケアミックス病院は急性期あるいは回復期あるいは療養病床を持っていますが、ケアミ

ックスでもそれぞれの機能に応じてしっかりと医療提供をやっていれば、逆に院内で連携

できるからいいのではないかなと。ケアミックスでありながら、それぞれの役割が曖昧で
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あればこれはよくない、そういうことだと思いますね。そういうことで考えていただけれ

ばと思っています。 

やはり、機能分化という中では守備範囲といいましょうか、自分たちのできることをき

ちっと把握するっていうこと。そしてそのサービスですね。ですからどういうふうな職員

の質だとか、設備だとかいろんなものを勘案して自分たちが自信を持ってできるところは

やると。しかしながら、あまりそうではないところには手を出さないでおくと、どこかに

手を出すのであれば、職員の質や設備、それを守ってくれとそのように思います。 

 

[富家座長] 

 慢性期というところにとらわれず、病院の力そのもの、病院力そのものを上げていく必

要が慢性期だろうが、多い病院だろうが必要だというようなところと、そのためにはまず、

人、職員、病院スタッフの質の向上が不可欠じゃないかという、目から鱗が落ちるような

ご意見だと思います。 

寺崎先生、病院機能評価として病院そのものを良くしていくために機能評価を、という

お話をいただいたと思うのですが、努力する方向も含めてご意見をお願いします。 

 

[寺崎氏] 

慢性期医療といっても、介護保険でサービスを提供しているところもあれば、急性期病

院と連携して急性期に近い部分までカバーしているところと、いろいろな状況の中でそれ

ぞれの病院は運営していますので、改善課題というのも病院によってさまざまだと思いま

す。一概に、「これが慢性期病院の課題だ」というようなものは、なかなかはっきりとは申

し上げられないと思っております。 

ただ、質を担保するためには、西澤先生もおっしゃっていましたが、まず他人に見られ

ても恥ずかしくないというか、見られても大丈夫ということをまずはしていかなければな

らないと思っています。その意味で、第三者評価というものの価値を受け止めていただき

たいと思っています。 

そして、我々が、実際にサーベイヤーとしてどういうところを見ているかというと、患

者中心の医療をしているかということで、考え方としてはそういう表現になってしまいま

すが、先ほど肺炎の発生率だとか、褥瘡の発生率がどうだというような数値もいろいろと

評価の際には考慮しますが、その数字が低いからよいということで済む問題ではないと思

っています。 

日本の慢性期医療はしっかりしている、ということを地域の方々や国民の皆さんに感じ

てもらわないと、我々が担っている医療の基盤が揺らぎかねないと思っています。クリニ

カルインディケーターの数値が良くなることも大事ですが、その良さを患者さんや国民に

もぜひ理解してもらわないと、我々の独りよがりになってしまうことが心配です。国民に

信頼と安心を与える医療を地道にきちんとやることが、非常に大事なことだとつくづく感
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じております。サーベイを通じて、そのようなことを病院の方々にも感じていただけるよ

うにしていきたいと思っています。 

 

[富家座長] 

 ありがとうございます。井川先生、先ほどのお話と重複してしまうかもしれませんが、

先生のほうからも慢性期医療について。 

 

[井川氏] 

我々の連携では 3 カ月に 1 回、必ず会合を開いてコミュニケーションを図っています。

半年に 1 回は医師も含めて必ず。そうしますと、本音がするっと出る。患者さんのデータ

を全て、急性期のほうにフィードバックする。そうすると患者さんを送ってくれなくなる

んですね。成績がちょっと悪い施設というふうな状況が起こりますと。 

そういう点で見ますと、ずっと同じような調子で送ってくださっているので、ある程度

の亜急性期を見ていく医療水準はあるとの評価は得ているのかなと思っております。ただ、

ディスカッションしていますといろんなこと、例えば、外国語がしゃべれますかとか、そ

ういうふうなところが、細かく結構、言っていただけるので、そういう点では、こういう

オープンスペースでなく、比較的密室の中で話していくほうが、より具体的に見えてより

良い連携になっていくのではないかとるという気がしております。 

 

[富家座長] 

 井川先生、ありがとうございました。慢性期医療の機能分化、慢性期医療そのものの機

能分化というところで、フロアのほうに上西先生のお顔が見えたので、LTACという点でも

何かご意見をいただければと思います。 

 

[上西紀夫氏（日本長期急性期病床（LTAC）研究会会長、公立昭和病院院長] 

ただいまご紹介に預かりました、LTACの会長をしております上西です。今日はいろいろ

と素晴らしいお話を聞かせていただいてありがとうございました。確かに機能分化とかい

ろんな区切りをつけることをしてわかった、そこで境が見えるあるいは競争みたいなのが

起きちゃうんですね。ある程度上だとか下だとか。 

そういうことではなくて、今日皆さんおっしゃったように、医療の内容によってどうす

るのか。自分たちの病院がどういう患者を診られるのかということを共通認識する必要が

あると思うんですね。急性期側もそうです。私ども急性期側は、比較的慢性期医療の内容

を意外に知らないでやっている。急いで患者さんを出そうとか、そういう話ばかり言って

いるんですが、実際、違うところでも、西多摩で慢性期病院と連携している先生方にお話

を伺いまして、まず医療区分 2 とか 3 から非常に大変なことやっていることが、なんとな

くわかってはいるけど、実際に聞いてみたら共通認識がないとできない。 
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もう一つは、多分急性期側もそうです、慢性期側の認識がまだまだ多分、ばらばらだと

思うんですね。それから井川先生がおっしゃった、ああいう一つの評価に至るまで、自分

がどこをできるかということをお互いの病院が知って、僕らもできます、慢性期側も出し

てもらって両方がやって、その中である面でこういうことができるグループとできないグ

ループを作って、それをグループ化しながらお互いに手を上げていくと。そういう意味で

は地域っていうのは、一つの大きな枠になると思うんですけど、そのへんの情報交換を我々

と同時に、慢性期型、急性期型ということも言いながら、お互いやる内容をきちっと情報

交換することが必要だと思います。 

その中でポストアキュートをするのか、サブアキュートはどういう医療機能をもったら

いいか、そういう話をしていって、最終的にそれがうまく診療報酬等に反映すれば、一番

いいと思うんです。そういう意味で、病院同士がこれから話をしながらこうなっていくと

我々がいいようにできなければいけないんじゃないかと思っていますけど、以上です。私

見を述べさせていただきました。ありがとうございます。 

 

[富家座長] 

 ありがとうございます。急に振ってしまって申し訳ございません。そもそも、もう一度

自身の機能分化を考える前に、自身の病院を見直すという貴重なご意見をいただきました。

また、フロアには矢野先生のお顔も見えます。日本慢性期医療協会の医療の質委員会で、

クリニカルインディケーターを作ってこられた先生でございます。先ほどの寺崎先生のお

話にもクリニカルインディケーターの話が出ております。慢性期医療の質の担保という点

から、矢野先生、少しご意見をいただければ思うのですが。 

 

[矢野諭氏（日本慢性期医療協会理事、多摩川病院理事長）] 

日本慢性期医療協会の医療の質委員会の矢野です。ちょうど 3 年前にクリニカルインデ

ィケーターを作りました。10 領域 62 項目で 3 年経ちましたのでちょっとバージョン 2 を

近々書いて、今日もまた話し合いします。 

質ということからいえば、先ほど寺崎先生のお話にありましたが、大事なのはプロセス

評価だと思うんですね。あるプロセスを踏んだらアウトカムもよくなるという形が一番い

いと思います。ただ、アウトカム指標で医療区分関連ということで肺炎の脱水と尿路感染、

褥瘡、疾患別はある程度、肺炎だと 90％以上が 2 点とかいって、ハードルが高いとか低い

とか難しいという施設もありますが、決めてやっております。 

少なくとも、認定病院が 35ですが、実際、数は違いますが、少なくとも肺炎や尿路感染、

脱水、褥瘡はしっかり治せるということを目指してほしい。だから、それをクリアしない

と点数も上がらない。点数は 124点満点で、富家先生のところは最高得点です。だから 100

点を超える病院もあれば、一応最初は 70点前後だったんですけど、年数が経つうちに、ほ

とんど 90点以上の病院が増えてまいりまして。ただうちは 90点であそこは 80点だからう
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ちのほうがいいっていうんじゃなくて、介護療養病床の肺炎の発生率は意外と低いわけで

す。 

最初から軽い患者さんというかあまり重くない患者さんがいるから、数値が低いわけで、

あまり数字が一人歩きして、数字にとらわれるのはちょっと解釈の問題で、いろいろ注意

しなきゃなんない。ただ、寺崎先生も先ほどいいましたけど、何点だからどうだ、じゃな

くて、一つの病院、一つの病棟の中ですね、3カ月たったらよくなった、半年たったらよく

なった、そういう使い方をしていくのが大事です。 

アウトカム指標も大事ですが、あまり数字にとらわれず、ただ、強調しますけど、脱水

とか尿路感染とかそういうものに関して、慢性期病院はしっかり治せるということですの

で、大阪があれだけのデータを出していますので、おそらく地域差はあるかもしれません

が、あれと同じように立派な慢性期病院がたくさんあると思いますので、これから LTAC

ということを考えた時に、何をやっていかなければならないか、そのために何を目指して

いかなければならないかということを、3年前に作ったクリニカルインディケーターは示し

ている。 

それから、今回、肺炎と尿路感染の他に、糖尿病、高血圧、認知症、それからがんの終

末期、という指標も加えましたので、より疾患に対応できる、そういうところを目指して

いきたいと考えております。終わります。 

 

[富家座長] 

 矢野先生、急な振りにもかかわらずありがとうございました。ここまで実は病院を中心

に話をしてきましたが、慢性期というフィールドは病院だけではなく、在宅までフィール

ドがありまして、その点からもいろんなことを考えていかなければならない、質の担保も

そうですけども、機能分化も含めて、竹川先生、慢性期医療の質について望むことを教え

ていただければと思うのですが。 

 

[竹川勝治氏（日本慢性期医療協会理事、愛和病院院長] 

当院はもともと急性期病院をやっておりましたが、築年数が経ったため、平成 14年に慢

性期の病院を作りました。急性期病院といってもケアミックスでやっていて、36 床の急性

期と 48床の医療療養型でやっておりました。震災などを考えて閉鎖して、今、介護療養型

の病床だけでやっています。 

今日、先生方の話を聞いていて素晴らしい、その通りだと思って納得をしていました。

東京都医師会でも有賀先生にお世話になっております。今回、東京大会ということで、東

京の病院の方がどれくらいいらっしゃるかわかりませんが、東京 23区は特に異質な状況に

なっていると思います。全国の中で全く違う。ですので、もしできるのであれば、制度を

変えて面積率や容積率などを変えていかなくてはいけないと考えております。最近、東京

都医師会の中でも猪口正孝先生など、病院の先生方が、随分入られましたので、医師会の
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動きも変わってくると思います。そこがまず 1点。 

やはり東京で必要なのは在宅医療だと思います。在宅をやるために必要なのは、地域一

般病床のような、地域包括ケア、さまざまな地域包括ケアというのは小中学校圏域をまと

めてやっていきますけど、その圏域を何個か集めた所に、一つの 50床ぐらいの、100床で

も 50床でもいいと思います。そういった病院が運営できるシステムをきちんと東京都で構

築する。これが大切だと東京では思います。 

ですから、在宅医療をきちんと推進するためには、中小規模の慢性期も急性期もある程

度診られるケアミックス的な病院が、また再度できるようなシステムが必要です。今、ど

んどんつぶれています。なくなっています。そういったシステムを東京都内でつくるべき

だと思っています。以上です。 

 

[富家座長] 

 竹川先生、ありがとうございました。そろそろ時間も押してきましたので、フロアの方

から演者の先生方に何かご質問、ご意見などございましたらお願いします。どうぞ。 

 

[会場] 

どうもありがとうございました。山口県からまいりました。最近、療養病床も、急性期

後の対応などで認知されてきていると思います。先ほど、高齢者救急がかなり増えてきて

いるというお話がありました。そこで、「新たにこういうことをやるべきだ」ということが

あれば、教えていただきたいのですが。今日のお話ですと、次の段階まではまだ話されて

いなかったと思いますので、そこをお願いいたします。 

 

[富家座長] 

 どなたか。西澤先生。 

 

[西澤氏] 

質問の意図をもう少し、深く教えていただければ。 

 

[会場] 

 慢性期の病床でもオペ室を持ってできるような機能を持ったものを少しずつ診療報酬上

で評価していくとか、そういう設計がどうも一般病床の中で、慢性期病床をやっている所

があるということで、慢性期病床も機能分化の中に入ってきていますが、全体として、慢

性期病床がどうなるのが一番いいのか、今まで通りの質を高めるのがいいんですよってい

うのはわかるんですけど、それ以外に、こういうところがニーズというか高まっているっ

ていうのが、今の救急の高齢者の救急の現状とかいろいろ考えるとやることがもっとある

のかなということで、そのあたりのサジェスチョンをいただきたかったんですが。 
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[有賀徹氏] 

ちょうど今、東京の状況の紹介が竹川先生からありましたけど、実はお年を召している

ということを重症度の一つとして勘案したとしますとね、一般の救急病院よりもケアミッ

クスとかそういう所に救急隊が運ぶ患者さんのほうが実は重症なんですね。 

ただ、昼間は取っていただけるんですけど夜は取っていただけない。だからおそらくど

んな病院もが夜も運べる病院である、つまりどの病院もみな夜も働けというのは、たぶん

今の一般的なケアミックス型病院のリソースでは無理だと思いますので、少なくとも日中

はその地域のご高齢の患者さんについては比較的積極的な対応をしていただく。そのよう

であると、かなり都市部においては楽になるんではないかなというような、僕の偽らざる

印象です。今すぐできることは何かといえば。 

 

[富家座長] 

 サブアキュート機能をもうちょっと充実、日中だけでも充実できればというような。 

 

[有賀徹氏] 

 日中ならば、地域の急性増悪の患者さんを含めて積極的に診ていただけるんではないか

なということでございます。だから、夜中はしょうがないとしても、場合によっては、今

の状況でいえば、夜が明ければ相談に応じていただける、こういうことだと思います。 

 

[西澤氏] 

一つ考えなければならないのは、今の入院機能で慢性期といっていますが、病院全体で

はどうなんだというお話が先ほどありました。ケアミックスの病院では一般病棟を持って

いるわけですね。そういう病院でお受けすることになれば 24時間管理が出来ます。しかし、

いつも 24時間管理しなきゃならないとすると人員配置的に療養病床だとこれは難しいと思

います。そうするとやはり地域のニーズがあるのであれば、人を増やして一般病床にする

ことだと思います。そのあたりでは先ほどの職員の質とかどのような資源があるか、それ

を見ながら自分たちでできる範囲を明確に捉えていただければと思っております。 

そういうことでは今まで通り長期を入れておくだけが療養病床ではないと。ある意味で、

ポストアキュートを受けるということが必要。又、地域に密着した中小病院、ケアミック

ス病院が東京とか大阪とかの都会には本当に必要とされていると思います。今、なかなか

そこが評価されていないようですが、そこがしっかり診ることによって、24 時間、例えば

在宅にいる患者の急変時に、受け入れることができることによって、おそらく 3 次救急を

必要とする患者は少なくなり、3 次救急の病院は助かるんではないかなと思っております。

このようなシステムをつくり、その役割をこれからもう一度アピールして構築したいと思

います。このような病院はある意味でケアミックスの病院が多いということですから、一
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般と療養、それぞれの機能を明確に発揮して、地域に密着したものを提供する、これが大

事ではないかなと思っております。以上でございます。 

 

[富家座長] 

 ありがとうございます。すごくいいご質問をいただきました。時間も迫っていますので、

寺崎先生、井川先生にも一言ずつご意見もしくはお答えをいただいて、最後のコメントに

したいなと思います。 

 

[寺崎氏] 

はい、多分、先生の病院の今後の方向性についての答えは、実は先生ご自身の周りにあ

ると思っています。地域でどういう医療ニーズがあるのか、そして医療提供体制の状況が

どうなのかによって答えは出てくると思います。 

山口県とお伺いしましたので、恐らく、10年後 20年後の人口の状況を考えた場合、相当

に思い切った対応をしていかなければならない部分もあるかと思います。慢性期病院が、

どんどん重装備化して急性期に近づいていくことが必要な地域があることも事実だと思い

ますが、そういう地域なのかどうかは先生の地域の状況にその答えがあると私は考えてお

ります。 

 

[富家座長] 

 ありがとうございます。井川先生、お願いします。 

 

[井川氏] 

先ほど指標を出しましたが、最初にアンケートを採った時に比べて、5年経ちますと少し

ずつできる病院が増えてきている。皆さんのモチベーションがどんどん上がっていくこと

によって、結局、自分の資源の中でできる範囲というのはかなり増えていくんじゃないか

なと思っています。それを伸ばしていくことが重要なのであって、特別に処置室をつくる

必要はないんじゃないかと思っております。 

 

[富家座長] 

 ありがとうございます。時間がまいりましたので、このシンポジウムを閉じさせていた

だきたいと思います。 

まとめとして、私自身が感じたことは、10年前、20年前は療養病床といえば社会的入院、

もしくは老人収容所というような、あってはいけないものみたいな扱いだったような気が

しますが、今日の先生方のお話を聞きますと、地域の中で慢性期医療、慢性期病院は次の

ステージに来たのではないかなと改めて感じました。 

地域の中にしっかりとニーズがあり、私たちはそのニーズに応えて医療の質を上げ、機
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能分化し、そのニーズに応えた形で慢性期医療を進めていくステージに来た。すごく楽し

い時間で、大変勉強になる時間でございました。先生方に大きな拍手を。このセッション

を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

（了） 

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


