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厳 い ､医療経営,疾病の変化,診療報酬のあり方,医療の質

上記シソポジウムの司会にあたり,

医療はこれまで経験 したことのない厳 しい経営状況に

追い込まれ,同時に激 しい変革期を迎えている.この時

期に今回の企画はまきをこタイムリーである.シンポジス

トは経営母体別をこそれぞれのエキスパー トを遜任し,又,

特別発言も入所高所から御助言頂けて,先牛にお願いした.

我が国の医療制度は1948年に第一次医療法の制定以来,

約40年もそれを継続 し,1993年に磯穂別体系化の手始

めとして第二次医療法の改正が襲施された.この間,社

会情勢,韓をこ経済発展もあって,医療機関の努力と相侯っ

て,我が国の医療 ･健康水準は高まり,疾病構造も各種

伝染性疾患をはじめとする急性疾患から成人病等の慢性

疾患へ移行 した.1970年代の半ば頃までに病院の収容

施設も急速をこ増加 した.当時はそれに対応 して経常屯比

軽的順調に推移できる診療報酬が手当てされていた.そ

の後の急速な高齢化から医療需要も急速に延び,医療費

の限りない増加傾向がみられ,本来のあるべき医療政策

からの費用対応という道をほずれ,費周対策からの政策

が誘導されるという方向に進んだ.その間に高齢化対策

としての介護主体の収容施設の増設が疎かに畏れていた

ことも大きな要因であろう,

私ども医療人は日本の医療の質をおとすことなく,国

民の健康を守るべき方策を選ぶ義務があります,現状の

問題点を明らかにし,今後の対策も考えなくてはならな

い.

各シンポジストにそれぞれ御意見を頂き,意義あるシ

ンポジウムにしたいと考える.

2)病院にとっての保険診療報酬の問題点

県 立 六 日 町 病 院 伊 藤 正 一

Hospital Management from the Viewpoint

of Medical Insurance Payment
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病院の経営を考えるにあたり,診療報酬のもり3つの

機能,すなわち ① 医療親閲の収入源 ② 医療機関間 ･

診療科間等の医療費の配分,③ 政策誘導機髄,を抜き

にすることはできない.何らかの繰り入れ財源を除けばテ
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医療顔閑の収入の9割以上は診療報酬に依っている.特

定のサ-ビスを墓点的をこ評価 し査数をつけることにより,

医療機関にそのサ-ビスの提供を促すという診療報酬に

よる政策誘導は病院経営に大きな影響を与えている.
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病院経常の現状と問題点

1. 平成 6年社会保険診療報酬改定の概要

平成 6年における診療報酬改定では,看護 ･給食 や寝

具の3基準廃止または見直し 甲菱 ･乙衰-本化,規制

緩和による承認事項を届出事項へ などが柱になってい

る.

今回の改正の意図は,① 在宅医療の促進 (訪問医療 ･

情報提供 ･地域のプライマリーケア)を特に200床以下

の医療塵関ですすめる ② (入院)療養環境の整備 ③

そのほか特定療養費 や医療材料の価格設定 ,透析包括化

などにある.

さらに平成 6年且0月からの改定として,新看護体系と

新看護補助体系の創設,付添看護 e介護の解消,荏宅医

療の推進,基準給食の見直しと食事の質の向上,漂欠病

醍-のペナルティ強化が挙げられる.

2. 平成 6年 4月診療報酬改定の影響

厚生省の試算によれば,今回の診療報酬改定および薬

価基準改定の影響は,4月3,5%10月 1.7%薬価2.1%

引下げ,乗質 1.2%増となっている.しかしながら全国

公私病院連盟 (1994/9/16発表)によれば,0,9%引上

げ (入院 1.6%,外来 -0.7%)にしかならず,上げ幅

は 100床以下の小規模病院で高く,200-300床で最小,

自治体病院で0.9,その他公的病院 0.7,私的病院 1凍

一般病院 0.9,精神病院 3丑 総合病院0,8,特例許可

老人 1.1,それ以外の老人病院4.0%のアップに止まっ

ている.項目別には,薬剤管理 16凍 指導管理 ま4藩

放射線治療14.0などが高く,注射料-3.9,検査料 -3.3,

画像診断 -3藩 投薬料 -2.0等が低い.全国自治体病

醍 (1994/9/8)のまとめでは,Å院 1.6%,外来 -0,2

%,合計 0.9%である.新潟県立病院 (15病院)では入

院 1.0800.外来 --･･(1.619..合計O.;1600とし､･-1低い伸

び率にとどまっている.演者の県立六日町病院では入院

0,74%,外来 -i.17%,合計 -0.43%と,マイナス

改定となった.当院のアップ率がこのようをこ低い理由は,

(∋ 当院は外来依存度が高いことをこ加え,200床以下の

病院に認められている指導料が算定できない (約 1,5億

円の収入減)② 診療圏が広 く一日でなるたけ多くの科

を受診 してもらう配慮をしているが,複数料受診再診料

算定不可となった ③ 透析の採算性の低下,などが挙げ

られる.
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3.今回の診療報酬改定の評価 ･

影響とこれからの病院経営

平成6年の診療報酬改定は昭和33年以来の大きい改革

といわれ これまでのような点数単純増や,枠と配分の

変更が主ではない.診療報酬体系そのものの限奉的変革

といえる.制度 -システムの変更を意図し 医療機関の

在り方を問うようになっているといえよう.

改定の及ぼす影響を具体的にみると,①看護マンパ

ワー強化として,基準看護取得病院では特3額-の動き

が加速され,末取得病院ではその取得 書療義塾病床群へ

の移行の増加 ② 給食の自己負担により給食の質による

入院吸引力しり格差 ･長期入院L･T)減少 耳 医薬分業L')推進 ･

薬剤管理指導の推進 ･薬剤僚周の適正化と薬剤差益収入

非依存 ④ 病診連携と診療情報提供 ⑤ 在宅医療 ･訪問

看護の推進,などがあげられる,特をこ⑤をこついては注目

を欠かせない.病院の体制がこれらの点に対応できるか

否かが診療報酬による収入確保をこつながり,かくして診

療報酬の経済誘導性は簸めて強 くなっている. 病院経営

が振り回されるように感じたり,最期展望が立てにくかっ

たり,透析のような非 (低)採算部門の切り捨てが見ら

れる懸念もなしとはいえない.

10月の改定では国民の多様な価値観に対応 して,ある

程度金を払っても良い,あるいは受益者負担を増すといっ

た考えの萌芽が見られ,これは今後の医療 ･保険制度,

診療報酬改定に引き継がれそうである.

前回の改定では各種の基準を取得した病院が上り,今

回の改定は慢性期医療志向をこ墓点的といってよい. しか

しながら今回の改定は経常安定化には程遠 く,現今の我

が国の経済事情を考えると,医療費についての考え方の

変化がなければ,今後の大幅アップ屯期待しにくい. し

かし入手や-- ド整備のコスト割れは病院の経常努力の

限界を越えるものがある.

病院の経営を安定させるためどのような対応が必要で

あろうか.先ず,経済誘導をこ乗りうるものは乗って収入

を確保すべきであろう,診療報酬上の加算点数と施設承

認など,可能な限り取 り込みが望まれる.地域をこおいて

それぞれの病院の置かれている環境,立地条件,廃合関

係を総合的に判断 し,地域住民の医療ニーズを把嬢 し,

診療科の選択,病床数の見直しを含め,病院の進む方向

性を決定 しなければならない.これこそが診療報酬改定

の目指すところであり,それに沿った対応は好む貯まざ

るを越えて待ったなしである.

経営改善のための具体策として,全日病協ニュースをこ
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よる病院アンケ- 卜結果によれは 経営改善上効果のあっ

た対策は,医師確保,基準看護体制向上,薬品 ･診材業

者との交渉,業務外注,請求漏れ ･査定対策,光熱凍費

等経費節約,待時間減少,病床回転率向上,機器の整備

高度化 訪問看護,人員 ･給与の適正化などが挙げられ

ている,情けなくなるような項目もないではないが背に

腹はかえられぬ,なりふり構っていられないというとこ

ろであろうか,

4. 六日町病院としての対応

当院は県立であり,設立母体の使命をこ沿うこと,県立

他病院との兼ね合い書他医療親閲 ･行政福祉との連携,

たどに配唐する必要がある.地域中核病院として急性期

医療,救急患者の診療はあとより,慢性期疾患対応も求

めL-〕れ 地域保健 ･福祉との連楓 訪問医境をおこない.

人工透析 書リ-ビリ･循環器疾患では魚沼地区のセンタ-

親能を持つ.地域全体の車で普遍的な部分と個性的な役

割を考えている,

診療報酬への対応として,施設基準承認,届出事項を

横榛約をこすすめ,薬剤管理指導,業務外注,透析効率化

をおこない,在宅医療,地域の包括医療システム-の泰

加も拡大 したい.経常のためというよりは,地域住民の

経費(7う節約は大切であるが.職員の QOL.満足度を

充実させることは,患者の満足度に直結する.病院職員

〔T)心理的達成感 ･生きがいは,待遇を超えることもある

ほど養蚕に思える.鼎立病院は変化-の対応は若干遅れ

ることもあるが.県病院局とい･I7組織cT)指導 ･保護(二T)下

にあE).経営面で不採箪部門LT)経費繰()入れ 補助金な

どがある.これにあ蜜えることなく公営企業としての認

識を持ち,企業努力 中経営努力をしていかなければなら

ない.

5. レセプ ト請求事務について

患者サービス･診埼報酬請求事務桓雑化 ･請求漏れ対

策から.医事部門の業務習熟と請求車袴の効率化は重要

な課題である,医事部門は病院のライセンス集団から外

れているため時に軽視されがちであるが,診療報酬体系

の複雑化 ･審査の強化にそなえ,医事係はプロでなけれ

ば対応できなくなったといえる.業務委託の場合は委託

職展のレベルチェックと職展との交流が大切である.諺

療報酬改定時は自院での対応の可否を見極めねばならな

い.請求漏れ対策としては医療行為の発生源での把握が

大切である.この多くは医師の指示にて発生 し,それが

診療点数化 し経営につながる,返戻 ･査定 ･再審査への

対応には医師を含めた対策が必要である.

6.診療報酬と勤務医

1990年二Hl新潟県医師会による県内勤持匠約 1.150

名の意識調査によれば,診療報酬に対する勤務医の考え

として.…診療時,診療点数を意識 しているか｣との設

問に対 し 砧かなり意識する''は管理敢30%科部長 ･医

長22%医戯10%研修医 3,9%となっており,病院別では

私的病院勤務医21%公約21%公立19%東学12%となって

いる.

病院管理者の立場から大学医局-の要望として,大学

からの派遣医師にもう少 し保険医療-の知識と実践をお

願いしたい.医療のコスト意識を持って頂きたい.

かつては聖域祝された光学病院の保険医療も昨今は審

査の強化により,大学医局員の意識と理解は様変わりを

している.専門にとらわれず,プラ十マリ-ケアや救急

医療9地域医療への参加などにより病院帰属意識を編め,

患者や病院職農から信頼を得るような医師は保険医療 ･

病院経常をこ屯理解と協力を惜 しまないように思える.と

くに若い医師にこし')ことをお原頁し､したい.

病院経常改善にはやる気のある医師の増員,定着が殿

太の効果をもっことはいうまでもない,医師の供給は大

学にお願いするしかない.10月の改定で医師不足病院へ

のペナルティ強化がもられている,

7. 診療報酬制度の問題点と今後の在り方

病院側としては診療報酬に沿った病院のあり方を考え

る必要がある.医療法の改1_l_:.を含ふ今後の医療 ･医療経

済の流れをみすえて,自らの病院をどうするか考える.

増を補償するものでなく,日本の医療政策 (を経済誘導

する診療報酬体系)の流れをこ倉敷するように病院をもっ

ていくことができるかどうかが問われている.

地域のニーズをこあった医療,良質の医療を提供するこ

とと適切な連携をこより,患者の倍額を得ることが何にも

まして経常の安定に繁ることであるのはいうまでもない.

患者確保をこ加え,各種基準の取得,薬剤差益 ･検査料

依存からの脱却,技術料アップ,請求漏れ対策,経費節

約などが必要である.ただ個々の病院の対応には限界がある.

診療報酬の仕巌みを,国民,マスコミをこ理解してもら

い,保険料拠出の仕組ふ.負担額の再検討,公的財源か

らの拠出増,福祉財源との整合性などを姐Lに挙げても
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らいたい,診療側は医療にかかるコスト,普-ビスの内

容とコスト,を国民に明らかにし理解を得る努力をずる

必要がある.現行の限られた診療報酬総枠の西己分方法の

みでなく,医療費総枠の拡大を強 く訴えたい.

司会 病院の現状と問題点というテーマについて,諺

療報酬の立場からご説明いただいたわけですが,診療租

酬の解説,またご自分の病院である200床台の鼎立病院

の内容分析,さらに将来的な抱負,特にシステムとして

の磯能的体系化が確実に窯施されるであろうが,経鷲の

ためよりも地域住民のための医療を実施 していかなけれ
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ばいけないというご発表をいただきました.最後にお話

しいただいた大学医局-の要望,医学会として取 り上げ

た立場から,幾程私が申し上げましたように,非常に蚤

牽なことであると考えております.いずれにしても必要

とされる医療を提供するには,どのような病院経営者あ

るいは担当者であらねばならないかというご説明があり

ましたので,先生もお述べになったように私的病院が非

常によくやっていらっしゃるという最後の締めだったわ

けですがきその私的病院の立場から田代先生にお話になっ

ていただきたいと思います.

3) 中小私的病院の立場から

田代消化器科病院 田 代 成 元

From theStandpointofSmaiiandMedium-SizedPrivateHospitals
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ThediscussionisdividedintothefollowillgSevenCategories,namely,1)disparities

betweenpublicmedicalinstitutionsandpri＼Tatemedical-Corporationhospit(llS,2ll･ecent.

trendsinmedicalfees､31thesuddeniIICl-easeinhospitalsoperatingatadeficit,∠い future

hospitaltrendsunderthL,nLIWMedicalSen-iceLaw.51priヽ,atemedical-colt)Orationhospitals

thatcallnOtkeeppacewiththen(nvnursingsystem,61theinabilitytoensuresufficient

nevenuesourcestocovertheyearlyincreaseinlaborcosts,and71thenotificationsystem

resultingfrom deregulationandpunitiveregulations.

Conculsionary.therevisionoftheMedicalSen,icesLaw hascreatedhardshipsfor･

smal一LTuldmedium-sizedpI-i＼･atehospitals. Ifeel,however.thatweshouldcometoqrips

withthefollowingaswayofassuringoLlrSurvival.

1)Underthenew nursingsystem,wemustgiveseri()usth()ughttosecur･ingasmany

nursesaspossibleandraisingourselvesupintheranksasfar(lSP(lSSibLetoinceaseour

medicalfees;thestipulationsofthepunitivercgulati()nsshouldbeenforcedonlyafter

theyhavetxtengivenvery,thoroughconsideration,2)combinatioIISWithlong-trem elderly

andday-carefacilities.31expansionofmedicalexaminationoperations,4)comingtogrips

aggressiヽ,Plywithin-homemedicaltreatment,5laccommodatingnewhospitalbeds､Cafeterias
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