2022年度診療報酬改定

検証と対応策を探る

座談会 2022年度診療報酬改定

医療機関の機能分化と
2024年度同時改定に向けた準備
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2022年度診療報酬改定は、本体改定率はプラス0.43％、薬価はマイナス1.35％、全体では5
期連続のマイナス改定となりました。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応ととも
に医療提供体制改革、さらに2024年度から始まる医師の働き方改革に対する見直しが施され、医
療機関は改定内容を踏まえた対応が求められます。
そこで、急性期医療に取り組む旭川赤十字病院の牧野憲一院長と鹿児島徳洲会病院の池田佳広
院長に、今回の診療報酬改定についての意見、これからの急性期医療を取り巻く課題について語っ
ていただき、国際医療福祉大学大学院の島崎謙治教授に総括していただきました。

病院概要
所在地
電 話
旭川赤十字病院
北海道旭川市曙１条１丁目１番１号
0166-22-8111
診療科
520床（うち、一般480床、精神40床（休床中）
）
28科
救命救急センター、健診センター、旭川赤十字訪問看護ステーション
その他の承認、認定等
地域医療支援病院、救急告示病院、第二次救急指定病院・第三次救急指定病院、地
域災害医療センター、エイズ診療拠点病院、地域周産期母子医療センター、医師臨床研修指定病院、歯科
医師臨床研修指定病院、北海道がん診療連携指定病院、DPC対象病院、道北ドクターヘリ基地病院
Ｈ Ｐ
https://www.asahikawa.jrc.or.jp/
主な施設基準（2022年2月1日現在）
一般病棟入院基本料（急性期一般入院料１）、総合入院体制加算３、診療録管理体制加算１、医師事務作
業補助体制加算２（15対１）、25対１急性期看護補助体制加算（看護補助者５割以上）
、夜間100対１急
性期看護補助体制加算、看護職員夜間12対１配置加算１
名 称

病床数
併設施設

所在地
電 話
鹿児島徳洲会病院
鹿児島県鹿児島市南栄５丁目10−51
099-268-1110
310床（うち、一般120床、HCU10床、障害者120床、回復期リハビリテーション40床、医療
療養20床）
診療科
併設施設
23科
通所リハビリ、訪問看護ステーション
その他の承認、認定等
臨床研修病院（協力型）、救急告示病院、DPC対象病院
Ｈ Ｐ
https://www.kagotoku.jp/
主な施設基準（2022年２月１日現在）
一般病棟入院基本料（急性期一般入院料２）、療養病棟入院基本料１、障害者施設等入院基本料10対１、
看護職員夜間12対１配置加算１、医師事務作業補助体制加算１（25対１）
、25対１急性期看護補助体制加
算（看護補助者５割以上）、重症者等療養環境特別加算（１人部屋）８床、夜間50対１急性期看護補助体
制加算、診療録管理体制加算１
名 称
病床数
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阪であれば、医師が200〜250人くらい必要

病院プロフィール

な規模の病院でありながら、実施する医療

島崎 厚生労働省保険局保険課長を務めた

と実施しない医療を明確に分けること、積

後、国立社会保障・人口問題研究所副所長

極的かつ効率的なタスク・シフティングに

等を経て、現在は国際医療福祉大学大学院

より少ない医師数でありつつも、急性期医

教授として教育・研究に携わるほか、社会

療を担っている病院といえるでしょう。私

保障審議会医療部会委員、長野県立病院機

は旭川医科大学を卒業後、1988年から当院

構理事等を務めています。

に勤務し、2012年に院長に就任しています。

本日は、2022年度診療報酬改定の内容を

池田

鹿児島徳洲会病院は1987年の開院以

踏まえながら、急性期医療の現状や課題な

来、
「年中無休24時間オープン」
、
「救急を断

どについて話をうかがっていきます。まず、

らない」、「患者さん中心の医療」を掲げて

病院の紹介をそれぞれお願いします。

います。「いつでも、どこでも、誰でもが、

牧野

旭川赤十字病院は1915年に設立、

最善の医療を受けられる社会をめざして」

2015年に創立100周年を迎えました。1978年

という徳洲会の目標に向かい、
「なくてはな

に救命救急センターを設置、2009年には道

らない病院」、「愛され続ける病院」を目指

北ドクターヘリの基地病院となり、道北に

しています。

おける救急医療の最後の砦として地域に貢

私は2014年に宇和島徳洲会病院院長、

献しています。また、日常診療においても

2018年に鹿児島徳洲会病院の院長に就任し

地域医療連携を積極的に推し進め、2004年

ました。

に地域医療支援病院の指定を受けていま

鹿児島徳洲会病院は2021年12月１日、鹿
児島市下荒田から８キロ離れた鹿児島市南

す。
病床数は一般480床、精神科40床（休床

栄に移転しました。旧病院は近隣に市立病

中）の520床です。職員数は1,120人前後、医

院や医師会病院、厚生連、民間の総合病院

師は134人です（初期研修医30人を含む）。

がひしめいていました。新病院は周囲に大

年間救急車搬送受入台数約5,000台、年間手

学病院のほか、生協病院などがありますが、

術件数（カテーテル治療なども含む）は約

旧病院に比べると競合は少ない地域です。

7,500件、脳卒中は年間約800件で、全国で

救急車の受け入れ台数は、以前は年間で

もトップ10に入るレベルと自負しています。

1,200台ぐらいあったのですが、コロナの影

2013年から北海道がん診療連携指定病院

響もあり、昨年度は700台ほどに減っていま

となり、外科的治療、化学療法、緩和ケア

す。新病院への移転後は確実に増加してい

などを行っていますが、放射線療法は市内

て、今後はこれまでで一番多い救急車受け

のがん患者数と設備のバランスを鑑み、当

入れ台数になる可能性があります。

院では設備を持たないスタンスで市内の他
の基幹病院にお願いしています。東京や大
2
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力を入れていく方針です。

改定のための財源がない厳しい内容

新型コロナウイルス感染症への対応

島崎

今回の診療報酬改定、とりわけ急性

島崎 今回の診療報酬改定は新型コロナウ

期医療の改定についてどのように評価して

イルス感染症が収束しない中で行われたわ

いますか（図１）。

けですが、コロナ禍への対応状況について

牧野

教えてください。

ていたので、厳しい内容になることは予測

牧野 当院は新型コロナウイルス感染症の

していました。看護師の処遇改善や不妊治

重点医療機関に指定され、56床の病棟を22

療に保険適用を拡大させる一方、財源が

床のコロナ病床に、ICU ６床のうち４床を

はっきりしない。そこで導入されたのがリ

コロナ対応に転換しています。

フィル処方箋です。受診回数を減らすこと

改定のための財源がないのは分かっ

旭川市全体で最も大変だったのは2020年

により再診料の削減を狙っています。これ

11〜12月です。市内の病院から３つの大き

が機能するか、私は疑問に思っています。

なクラスターが出て、当院のコロナ病床も

今回の改定項目にはリフィル処方のよう

満床になり、一般診療も縮小する事態とな

に、中央社会保険医療協議会（中医協）の

りました。現在のオミクロン株に関しては

議論以前に決まった部分が多いのが特徴で

重症者が少なく、中等症・軽症の患者さん

す。急性期一般入院料１（７対１）を算定

も比較的早く回復して退院も早く、通常診

する病院を減らして財源を確保することも

療をしながらコロナ診療もできる余裕があ

狙っているのではないでしょうか。

ります。

島崎

池田 当院も新型コロナウイルス感染症の

度・専門的な医療の実績のある病院を手厚

重点医療機関に指定され、コロナ病床を障

く評価するということだと思います。その

害者病棟120床のうち20床を確保し、即応病

半面、実績が乏しい急性期病院は加算が取

床として10床を稼働させています。第６波

れなくなります。

今回の改定の最大の特徴は、真に高

で、ほぼ満床の状態が続いています。当院

重症度、医療・看護必要度について、
「心

のコロナ病床は、認知症のコロナ患者に対

電図モニターの管理」を評価項目から外す

応できるのが特徴です。認知症のコロナ患

ととともに、
「点滴ライン同時３本以上の管

者に対応できる病院は市内に２つしかなく、

理」を「注射薬剤３種類以上の管理」に変

現状では介護度の高いコロナ患者を診てい

更したことの影響はいかがでしょうか。

ます。

牧野

当院に影響はありませんが、内科系

コロナ関連では発熱外来も開設している

でもがん化学療法に注力しているようなと

のですが、現在は多いときで１日50件ぐら

ころはともかく、感染症の治療や診断のた

いの検査を実施しているという状況です。

めの検査、緩和ケアなど、心電図モニター
に依存しているような内科系の医療機関は
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図１

急性期一般入院基本料（急性期一般入院料１～６）の内容
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際はどうであれ通じてしまうあいまいなも

影響を受けるでしょう。
「重症度、医療・看護必要度」と言います

のです。あいまいなものをなくすのが現在

が、もともとは看護必要度です。以前は看

の方向性なので、単純に削除することも考

護師の声が反映されていましたが、現在は

えたと思いますが、一般社団法人内科系学

「どのような患者が急性期の重症患者として

会社会保険連合（内保連）から D 項目（内

ふさわしいのか」という視点の基準として

科系医療ニーズ）の新設という提案もあり、

用いられています。つまり、手厚い治療を

その一部分から注射薬剤が出てきたので

受ける患者さんが中心となり、どうしても

しょう。

手術に目が行き、外科系の医療機関が優位

内保連が提案したのは「６〜10種類で１
点」なので、
「３種類以上」はかなり低い数

になるのです。
「注射薬剤３種類以上の管理」への変更は

字で、心電図モニターに依存していた医療

いわゆるサービスで、ターゲットは「点滴

機関への救済策だろうと推察できます。た

ライン同時３本以上の管理」の削除です。

だ、これは危険な救済策です。本来は必要

点滴ライン同時３本というのは看護師が「３

のない薬剤を投与して必要度を上げ、診療

本同時に入れています」と宣言すれば、実

報酬を算定しようとする医療機関が現れる
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図２

（

高度かつ専門的な急性期医療の提供体制に係る評価の新設
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かもしれないからです。次回の改定で「注

方向性です。前回は400床の体制の整えやす

射薬剤３種類は急性期の患者像としてはふ

い大きな医療機関だけが対象でしたが、今

さわしくない」と判断され、変更されるだ

回は200床。国の病床の基準単位は400床、

ろうと思います。

200床なので、次回改定はすべての病院が対

池田 重症度、医療・看護必要度では、
「心

象になるのではと考えます。

電図モニターの管理」や「点滴ライン同時

池田

３本以上の管理」の削除や見直しの方向性

もともと必要度Ⅱです。必要度Ⅰだと意図

は予想できていました。回復期リハや地域

的に高めにできる可能性があり、必要度Ⅱ

包括ケア病棟についてもアウトカム指標等

のほうが客観的な評価が可能です。看護師

が多くの項目で引き上げられていますが、

も転記がなくなることで、質の向上にもつ

届出が増えてくれば、はしごが外されると

ながっています。

いうことは予想できていました。

島崎

一方で、重症患者への医療については手
厚い加算が設けられていますから、真の急
性期病院を評価したことが明確になってい
ます。しっかりとした急性期医療を提供し

当院は急性期一般入院料２なので、

必要度Ⅱへ誘導する方向性が明確に

なったということですね。

高度急性期に集約化する
将来へのメッセージ

ている病院を評価して、それ以外のところ

島崎

は機能の見直しを図るように促されている

制加算」を上回る「急性期充実体制加算」

ということでしょう。質が優先されたとみ

（図２）が新設されましたが、これは高度急

急性期医療を評価する「総合入院体

ています。

性期入院を担う病院を集約化していくとい

島崎 200床以上の急性期一般入院料１（７

う国のメッセージでしょうか。

対１）に対しては、重症度、医療・看護の

牧野 「急性期充実体制加算」の要件に「急

必要度Ⅱが要件化されましたね。

性期一般入院料１を算定する病棟を有する

牧野

病院」と書き込まれており、その上位ラン

最終的にはⅡだけにするのが大きな
病院羅針盤
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クと位置付けられています。点数に関して

で、算定できる病院は全国に50施設もない

も総合入院体制加算１をはるかに超えるイ

と思いますね。

ンパクトのある点数を付け、高度急性期の

島崎

向かう方向を示しています。内容が総合入

の対応ができない病院もありましたからね。

院体制加算１と重複する部分があるので、

この加算を算定できる病院は限られるので

次回の改定で一本化されるでしょう。

はないでしょうか。

島崎 急性期充実体制加算が算定できる病

牧野

院は限られると思いますが、いかがですか。

できるでしょうが、地方都市は難しいでしょ

牧野 急性期充実体制加算で約３億〜４億

う。

円の収益になるので、ハードルは高いです。

島崎 「重症患者初期支援充実加算」（入院

感染対策向上加算１が要件に入っているの

時重症患者対応メディエーターの配置）に

で高度な医療を行える病院をつくり、地域

ついては、いかがですか。

の中の新興感染症を含む感染症を管理させ

牧野

ようという意図を感じます。

別に、医療スタッフと患者さんの間に立っ

島崎 ICUなどの重症患者対応のための「重

て相談できる医療メディエーターを配置し

症患者対応体制強化加算」
（看護師や臨床工

てくださいというのが主な要件です。

学技士の配置等）については、どのように

ICU があってもコロナの中等症以上

東京や大阪など大都市の病院は算定

実際に治療に当たる医療チームとは

中医協の資料に出てきますが、臓器移植

ご覧になっていますか。

の委員会からの資料をもとに説明していま

牧野 スーパー ICU を評価するものです。

す。日本では臓器移植があまり進んでいま

集中治療を必要とする患者の看護に従事

せんが、救急重症治療においてアグレッシ

した経験が５年以上の看護師１人に加えて、

ブな治療を繰り返すにも限界がありますか

３年以上の経験のある認定・専門看護師の

ら、次の選択を提示するスタッフを常時配

資格を持った２人の配置（ICU の２対１看

置しておきましょうという主旨だと思いま

護に含めない）が要件です。この２人は保

す。当院では資格を持った人材がいて、そ

健所からの要請があれば、例えば、コロナ

ういった仕事をしたいと言っているので対

のクラスターが発生している病院に派遣さ

応する予定です。

れます。新興感染症にも対応できる強い

島崎

ICU であることを求めています。

の同時改定でもあり、第８次医療計画、医

次回の2024年度改定は、介護報酬と

実は、ICU には40床レベルから２床レベ

師の働き方改革もスタートしますので、大

ルまで、充実度に差があります。40床レベ

改定になることが予想されますが、その布

ルの病院で看護師２人を増やすことは可能

石のようなものを感じますか。

でしょうが、10床未満の病院では不可能で

牧野

す。さらに15％が ECMO（体外式心肺補助）

2024年に向けての準備段階として、医療機

など専門的な治療をする患者の実績が必要

関を機能別に分けようとする大きな政策誘
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導の方向性を感じます。

て給料体系を一体化しているので、グルー

もう一つはコロナ対応です。コロナ対応

プ内にもらえる病院ともらえない病院が

には有事と平時があり、現在有事で補助金

あったら、給料体系をどうするのか、対応

を付けていますが、終息後はどのように感

に苦慮するでしょうね。

染症対策を維持するのか、注目していまし
た。今回の改定により、平時は診療報酬で

4月から始まる外来機能報告制度

対応するという結論が出されたと思ってい

島崎

ます。

スタートしますが、どのような見方をされ

2022年４月から外来機能報告制度が

ていますか。

看護師の処遇改善に
賃金を月4,000円引き上げ

牧野

病院の外来は単価が高くなってしま

い、医療費が高騰する。だからある程度、

島崎 看護師の処遇改善について、最初は

患者さんのアクセスに制限をかけようとい

補助金で賃金を月4,000円程度引き上げるこ

うことでしょう。私が問題と思うのは、対

ととされていますが、他の職種とのバラン

極にあるかかりつけ医機能を持った医療機

スなど現場では対応に苦慮するのではない

関の議論が頓挫していることです。かかり

かと思います。また、10月以降は補助金で

つけ医の定義をあいまいにしたまま、病院

はなく診療報酬で対応するとのことですが、

の医療資源を重点的に活用する医療機関の

これは診療報酬の性格を変えることにつな

定義だけを先に作ってしまっています。

がりかねないと思います。現場ではどのよ

島崎 「紹介状なしで受診する場合等の定

うに受け止められていますか。

額負担」について、初診時は2,000円程度上

牧野 当院では今回の補助金は受け取り、

げることへの影響はいかがですか。

看護師以外のコ・メディカルなどの職種に

牧野 2,000円上げないと病院は減収になり

も支給するつもりですが、正直いって、ば

ます。保険から支払われる初診料が減るの

かげていると思います。例えば、航空会社

で、その分を患者さんから取ってください

のキャビン・アテンダントだけ給料を増や

というのが今回の主旨なので上げざるを得

すために補助金を出す、その後は運賃の中

ません。当院は現在選定療養費を6,000円に

から特定の職種の給料に使うために徴収す

していますので、４月からは8,000円に上げ

ると政府に言われて納得できるものではな

ます。

いでしょう。看護師にしても同様です。

島崎

地域医療支援病院の指定を受けてい

補助金ではともかく、診療報酬では払え

ない200床以上の病院は、紹介受診重点医療

るところと払えないところが出てきます。

機関になる意向を表明するかどうか選択を

救急医療管理加算が取れている病院はもら

迫られますね。

えるが、取れていない病院はもらえません。

牧野

ただし病院グループの場合、グループとし

がどこなのか、そもそも疑問があります。
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地域で話し合って決めてくださいとのこと

は限らず、医師会の議論は難しいです。

ですが、地域医療調整会議になるのか。紹

池田 当院は300床クラスの病院ですが、外

介受診重点医療機関入院診療加算は800点

来は透析を含めて１日あたり約200人と少な

ですが、紹介・逆紹介率などの要件を満た

い状況です。入院患者はリハビリ目的での

さないといけないのであれば、算定のため

急性期病院からの紹介、嘱託医のいる施設

に無理をする病院は多くないでしょう。地

系からの紹介が中心です。

域医療支援病院になりたいが要件が厳しく

医師も20人ぐらいで回しているため、外

て認定を受けられない病院が手を上げるか

来患者が多いと負担が増すため、現状ぐら

もしれません。かかりつけ医機能を持つ地

いの外来患者数であれば救急や入院に力を

方の病院は手を上げないでしょうね。

割けます。

島崎 紹介受診重点医療機関入院診療加算

４月から外来機能報告が始まり、地域医

（800点）は魅力的なので、外来機能の見直

療推進会議などで紹介受診重点医療機関に

しを進めている病院は手を上げるでしょう

ついての協議を行うことになっていますが、

が、数はそれほど多くはないかもしれませ

当院は地域医療推進会議（のメンバー）に

んね。表裏の関係にあるかかりつけ医機能

は入っていません。地域医療支援病院の承

については、財務省は制度化すべきと主張

認を得ることもできない状況なので、外来

していますが、日本医師会は制度化には絶

機能報告は行っても、それ以上の何かはな

対反対であり、厚生労働省も慎重な立場を

いという状況です。

とっています。国民は今回のコロナ禍の中
でかかりつけ医が機能したのか冷ややかに

医師の働き方改革への課題と問題点

見ているように思います。かかりつけ医機

島崎

能が重要だといっても、患者のためになる

スタートします。旭川赤十字病院は医師数

活動実績を要件化できなければ高い点数は

が少ないと聞いていますが、残業時間削減

付けられないように思います。

などに関してどのような取り組みをされて

牧野 私は旭川医師会の副会長でもあり、

いますか。

さまざまな議論をしていますが、
「かかりつ

牧野

け医として在宅医療や看取りもする、かか

ます。まず啓蒙として「医師の労働は自分

りつけ患者がコロナになれば診療もする、

で決めるものではなく、他の労働者と同様

患者さんに対する責任を持った医療をしま

に決められたように仕事をしないといけな

しょう」という人がいたとしても、
「負担が

い、残業は決められたとおりに申請する、

大きいからしたくない」という人がいれば、

出退勤管理を厳格に」という話をしました。

したくない人のほうに全体の議論が流れる

医師以外の職種はタイムレコーダーを使っ

のが常です。理想を振りかざしてルールを

ているのに医師だけが使っていないという

作ることが必ずしも良い医療につながると

状況を変え、医師にもタイムレコーダーの

8
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利用が必須であることを伝え続け、現時点

入院患者はいないのに医師の時間外は減ら

では100％の医師が使用しています。ただ

ないということが起こって問題が浮き彫り

し、出退勤管理を厳格にすることは、医師

になりました。

にとってよいことばかりではないというの

もともと時間外勤務は上司が命令して発
生するものですから、事前の命令が原則の

が私の考えです。
例えば、早朝まで手術をして帰宅、午前

はずです。医師に関して事前の命令はない

中は外来もないので自宅で休息をとり、遅

に等しく難しかったのですが、あえて時間

刻して出勤になるが業務に支障はないので

外勤務をする際は、事前に院長に申請する

管理者は何も言わない──それは医師の働

ように通知しました。そうしたことにより、

き方に関する不文律でした。出退勤管理を

医師の時間外勤務の内容が見えてきました。

厳格にすると、かえって医師の休息時間が

例えば、内科系の医師は外来患者の予習

減り、激務に拍車をかけてしまう結果にな

をする。外科系の医師の場合、手術が終わっ

りかねません。そのようなことにならない

たら患者に説明をしてすぐ帰る医師ばかり

ような調整が必要でした。

でなく、２時間くらい細々とした仕事をし

タスク・シフティングについては、医師

て帰る医師もいました。さまざまな仕事の

数が少ないことに関連して働き方改革以前

仕方があるのを踏まえたうえで、どういっ

から行っていました。少ない医師数で高い

た場合に時間外勤務と認めるか整理できる

パフォーマンスを維持するには、医師に治

ようになり、時間外勤務の内容を精査し、

療に専念してもらうことが重要です。外科

厳格に対応することにしました。現在はそ

系の医師は手術だけに注力し、事務作業な

の整理をした事例をもとに各診療科に説明

どは他職種に回す対応をしています。

をして、時間外勤務の申請をしてもらって

時間外労働の削減に関しては、まず整理

います。

が必要でした。申請はもともと診療部長が

医師の働き方改革で医師の時間外労働の

認めたものとしていますが、診療部長が一

上限水準がA〜C 水準と設定されましたが、

人ひとりの医師の働き方をすべてチェック

当院にはB 水準となる年960時間を超える外

できるわけではないので、基本的には医師

科の医師が数人います。内科系でも何人か

の申請がそのまま認められます。

いましたが、診療部長に働き方を確認した

すると、病院内にいた時間はすべて時間

ところ、特定の医師に負荷がかかっている

外手当の対象になると考える医師も出てき

ことが分かり、役割分担を見直してほしい

ます。少しでも患者さんに関係しそうな本

と指示をして、年960時間未満に減らすこと

を読んだら全部業務として認められる研鑽

ができました。

だ、時間外勤務だといって、時間外が一時

島崎

的に大幅に増えた時期がありました。コロ

かがでしょうか。

ナ対応のために入院患者が半減した時期に、

池田
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に取り組んでいて、コロナ対応前の時間外

当院までの距離が短く通勤時間は10〜15分

勤務の平均は月6.7時間、単純に12倍すると

程度ですから、時間外の救急はオンコール

年間80時間強という状況です。

で済むのです。

2018年１月の院長就任時、常勤換算の職

救命救急センターの当直は医師１人、ウ

員数は415人でした。１年後は461人、現在

オークイン対応でもう一人と、救急対応で

は500人を超えています。現在はコロナ関連

待機しているのは医師２人だけです。その

と新病院移転で時間外勤務は激増してしま

医師がトリアージをして、実際の診断から

いましたが、コロナ前の時間外勤務時間は

治療に当たるのはオンコールで呼び出され

院長就任時に比べて半減していました。

た各科の医師たちです。患者さんが来た時

まず取り組んだのがタスク・シフト／シェ

だけ呼ばれて時間外申請をするので、本当

アです。看護部向けのマニュアルで、当直

に必要な時だけの時間外労働になるのです。

医への報告方法、休日・時間外の主治医不

島崎

在時の対応方法などを見直しました。これ

すか。

によって、主治医の負担を大きく削減でき

牧野

ました。

水準は申請しないと思います。B 水準は専

C‑ １および C‑ ２水準の申請はしま
B 水準は申請するつもりですが、C

療養病棟や障害者病棟に対しては、患者

攻医でも勤務医でも救急関係で年960時間

の発熱時の対応フローチャートをつくり、

を超える可能性があるので、地域医療の存

看護部門で対応することにしました。例え

続のためにも申請しないといけない。C‑ １

ば、37.5度以上の発熱が２日以上続き痰の

水準は初期研修医・専攻医が対象ですが、

量が増加している場合、経管栄養がある場

当院では初期研修医に時間外勤務はさせて

合・ない場合に分け、対応方法を決めると

いません。

いうものです。このような取り組みで、院

例えば、初期研修医が当直した翌日は携

外コール件数は2019年１月と比べると約７

帯電話を預かり、呼び出されて働くことが

割も減っています。そのため、職員のスト

ないようにしています。これで初期研修医

レスも減少しています。

が年960時間を超えるのはあり得なくなるの

医師事務作業補助者は現在13人ですが、

ですが、問題は専攻医で、技術向上や勉強

2018年は６人だったので、倍以上に増えて

のために夜中に何かあれば進んで参加した

います。このような仕組み作りにより、紹

がり、年1,000時間を超えることもあるため、

介や救急が増えても対応できています。

960時間以内に収めるように強く指導してい

島崎 両病院とも早くから準備を進めてお

ます。

られますね。旭川赤十字病院は B 水準の対

島崎

象になる医師が多いと思っていたので意外

院長が宿日直をするケースもあります。院

です。

長は管理者であり労働基準法上の労働者で

牧野 地域性も関係しています。自宅から

はないので、副院長以下の宿日直を減らす

20
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ために院長の宿日直が増えるということを

なくなったせいで救急をやめる病院が増え

懸念しています。

たら、当院の救急も立ちいかなくなり、地

牧野 私は時間外労働の時間だけを問題に

域医療が大きなダメージを受けることにな

して、業務のボリュームが議論されていな

るでしょう。

いことに疑問を感じます。

池田

徳洲会病院は全国に71病院あります

以前、人口1,500人くらいの地域の病院で

が、医師獲得に関しては病院ごとに取り組

金曜日の夜から月曜日の朝の当直を務めた

むことになります。新病院効果なのか、2022

ことがありますが、救急の患者さんはほと

年２月に２人、３月に１人、４月に５人の

んど来ませんでした。当直としていざとい

計８人を新たに採用できましたが、働き方

う時のために待機しながら空いた時間を自

改革のほか医療の方向性を見据えると、医

分の論文作成や勉強に充てられ、給料もも

師の獲得は継続していかなければならない

らえて、病院としても医師としても悪い話

と感じています。

ではなかった。しかし、働き方改革では内
容はどうあれ時間外業務となるので、この
ような宿日直の仕方は通用しなくなります。

診療報酬によって促される
再編統合への動き

島崎 大学病院では若手を中心に市中の病

島崎

院でアルバイトをしている医師が多いです

再生計画 改革工程表2021」では、2022年

が、副業・兼業先での労働時間も通算され

度・2023年度に集中的に地域医療構想を進

ます。宿日直業務等を大学病院の医師のア

めていくこととされていますが、地域医療

ルバイトに依存している病院は影響を受け

構想の進め方や方向性へのご意見をお聞か

ますね。

せください。

牧野 当院の当直は勤務医で対応できてい

牧野

ますが、宿日直業務を大学病院の出張医に

く、医療機関で現在起きているのはダウン

依存している病院は影響を受けると思いま

サイジングです。地域の中で医療需要が減

す。

り、各病院がそのままの病床数では維持で

昨年末に改訂された「新経済・財政

地域医療構想とのかかわりはともか

宿日直をすると時間外勤務の上限を超え

きないから小さくせざるを得ない。規模が

てしまうという理由により、大学病院から

小さくなれば経営効率は悪くなり、どこま

地方病院に医師が来なくなったらその病院

で持ちこたえられるのかのチキンレースに

は夜間の救急車の受け入れ停止を選択する

なっています。

かもしれません。当院が少ない医師数でも

また、どこまで急性期を維持するのか、

救命救急センターを運営していけるのは、

回復期へ移行するのか、その判断を各医療

市内で夜間・休日に重症でない救急搬送患

機関はしなくてはならない。その中で今回

者を受け入れてくれる民間病院がいくつか

出てきた急性期充実体制加算はインパクト

あるからです。大学病院からの出張医が来

があるので、再編統合を促す可能性がある
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2

と思います。急性期充実体制加算を算定し

は2017年当時、全国平均の３倍ありました。

ようとすれば病院自体のボリュームが必要

その後減少してきましたが、今でも２倍は

になります。小さいとこれは取れません。

あります。

小さい病院が林立するよりも、それらが結

当院は一般120床と HCU10床で急性期部

びついて大きな病院になるほうが取りやす

分が130床ありますが、急性期部分は増やさ

くなります。診療報酬でそういう誘導をか

ずに現状を維持。慢性期は減らして回復期

けないといけないくらいに地域医療調整会

を増床していく方針です。救急の患者が増

議は進んでいません。コロナのせいでさら

えているので、病院内だけでなく地域の病

に進まなくなっています。

院はもちろん、診療所や施設との連携をよ

北海道にある某市立病院は再検証対象病
院になっていたのですが、市内で唯一の感

り深めて、役割分担をしていく必要がある
と思います。

染症病棟を持っていたために存在価値が高

地域医療推進会議に参加できていないの

くなり、再編によりなくすわけにはいかな

で、病床再編に積極的にはかかわれません

いという共通認識に変化しています。

が、誰もがいつでも安心してかかれる医療

しかし、パンデミックを引き起こすよう

を目指して、病院方針を定めていく考えで

な感染症は、一つの市立病院が感染症病棟

す。

を持っているからといって対応できるよう

島崎

な事態ではありません。さまざまな医療機

ター中心であるため、強権的な手法はとれ

関が協力し合って対処しないといけません。

ず、関係者の話し合いによる地域医療構想

公立病院の感染症病棟に多額の金をつぎ込

という緩やかな手法をとらざるを得ません。

むのではなく、各医療機関が対応できるよ

しかし、経営問題が絡むので協議による合

うに平時から準備しておくことが重要です。

意は容易ではなく、根競べのような状態に

今までそれほど存在価値のなかった感染症

なりがちです。

わが国の医療提供体制は民間セク

病棟を持った病院が息を吹き返して再編統

また、人口が減少する中で急性期病院の

合が停滞するのは、ちょっと方向性が違う

共倒れは分かっているが、回復期や慢性期

かなと思います。

に転換した時に大学病院が医師を派遣して

再編統合が盛んなところもありますが、

くれるのか、若い看護師が集まるのかとか、

県が主体で動いているところは県立病院の

医療法人の承継問題がからむなど、問題状

再編統合で、それ以外の再編統合は難しい。

況が異なるので丁寧な対応や調整が必要に

赤字が続いて破綻から救うために再編統合

なります。私は診療報酬で強いメッセージ

が必要になる病院では、その赤字分をどこ

を送り続けるよりほかないと思っています。

が負担するのかがネックになり、合併が進
みにくくなります。
池田 鹿児島県の人口あたりの急性期病床
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島崎 2022年度の診療報酬本体の改定率は、
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昨年末の大臣折衝により0.43％でセットさ

はコロナ禍が収束しない中で行われたため、

れた。しかし、この中には看護職員の処遇

当面の対応が中心にならざるを得なかった

改 善 分（0.2 ％）、 不 妊 治 療 の 保 険 適 用 分

面もある。そうした事情がありながら、今

（0.2％）が含まれる。また、大臣折衝によ

般の診療報酬改定は、実績のある急性期病

り、リフィル処方箋の導入による効率化（▲

院の重点的評価など強いメッセージ性を有

0.1％）
、特例的な小児の感染防止対策加算

している。その背景には、2025年に向けて

措置（医科分）の期限到来による廃止（▲

の地域医療構想の実現、2024年度からの医

0.1％）も決まった。したがって、以上のす

師の働き方改革の実施、医師偏在対策の推

べてを差し引きした診療報酬本体の改定分

進など、コロナ禍の前の課題が期限の到来

はプラス0.23％と厳しい改定率であった。

を控え切迫度を増していたことが挙げられ

改定幅が小さいときは、思い切った改定
はできない。さらに、今般の診療報酬改定

病院羅針盤

る。そうした観点から今般の診療報酬改定
を捉える必要があると思われる。
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