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平均在院日数が一定以上になると、入院医療費との間に相関は見られず、
「平均在院日数の短縮＝医療費抑制」には疑問もある。

平均在院日数と１人当たり老人医療費（入院）の関係（2004年）
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*厚生労働省「平成16年病院報告」「平成16年度 老人医療事業年報」から作成

平均在院日数の無理な短縮は、「医療難民」を生むおそれがある

（２）－３ 平均在院日数の短縮
・・・全国平均と最短の県の差を半分に
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平均在院日数の数値目標化は、特に精神病床、療養病床の多い地域では、地
域特性を無視した医療の崩壊につながりかねない。→地域格差の助長

病床種類別　平均在院日数（2005年）
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*厚生労働省「平成17年 病院報告」から作成

（日）

全体
一般病床 精神病床 療養病床

①最長の県 55.4 23.3 544.6 325.4
②全国平均 35.7 19.8 327.2 172.8
③最短の県 27.3 17.4 235.4 98.0
差（②－③） 8.4 2.4 91.8 74.8

再　掲

（２）－３ 平均在院日数の短縮
・・・全国平均と最短の県の差を半分に
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患者実態を踏まえると、2012年度には医療療養病床は26万床必要である。

必要療養病床数の粗い推計
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*四捨五入差があるため、内訳と合計が一致しないところがある

（万床）

2012年度医療療養病床
26万床必要

（２）－４ 在宅医療の推進
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2012年度末において都道府県が達成目標とすべき医療療養病床数は、以
下のようにあるべきである。

医療療養病床の現状の数*1

（2006年10月）

*1 医療保険適用の療養病床 *2  介護保険適用の療養病床

－

回復期リハビリテーション病棟である療養病床を除く

医療療養病床から介護保険施設等に転換はまたは削減する見込み数

（医療区分１）×（100－21.1％）

医療難民（2006年7月 日本医師会調査より）

＋
介護療養病床*2から医療療養病床へ転換する見込み数（2006年6月）

（医療区分２）＋（医療区分３）

× 2006年と計画スタート時点の間の後期高齢者の増加数による補正

（２）－４ 在宅医療の推進
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（２）－５ 開業医は、往診・訪問診療、休日・時間外診療を重視

在宅療養支援診療所の届出をしていない主な理由（N=108）
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在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保でき

ない

終末期医療まで考えると責任が持てない

当院の機能上、あまり関係がない

24時間訪問看護の提供が可能な体制を整備できない

24時間連絡を受ける医師または看護師を配置できない

24時間往診が可能な体制を確保できない

*福岡県医師会、福岡県メディカルセンター保健・医療・福祉研究機構、日本医師会総合政策研究機構「在宅療養支援診療

所実態調査－2007年1月実施－」より

たとえば在宅療養支援診療所の届出にあたっては、24時間体制の確保が高い

障壁になっている。休日・時間外診療などの強制は、開業医の疲弊にもつなが
りかねない。
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厚生労働省のいう「マグネットホスピタル」（懸念される問題）
マグネットホスピタル構想は、民間病院から、人材だけでなく財源も奪うおそ
れが大きい。

厚生労働省「医療政策の経緯、現状及び今後の課題について」
－公的病院を中心としたマグネットホスピタルで、医師の供給調整機能を発揮
－へき地での勤務をマグネットホスピタルに勤務する医師のキャリアパスに

組み込む

公的病院
マグネット
ホスピタル

民間病院

医師確保のための財源
これまでの財政中立の理屈からいえば民間病院から吸い上げ

一時的には医師供給

医師不足のため医師吸い上げ

（５）－20 公立病院等の重点化



社団法人 日本医師会 7

ＤＰＣは、2003年度に特定機能病院に対して導入され、2006年度から、民間

病院にも拡大された。

2003年度～
特定機能病院82

2006年度～

民間病院を含む
360

医療費総額の前年比伸び率
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*厚生労働省「最近の医療費の動向」から作成。2001・2002年度は試行。

経済的インセンティブを狙った手上げ

（３）－12 診療報酬包括払いの促進
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ＤＰＣ対象病院の拡大は、財源面からの機能分化を規定し、医療抑制につな
がる。

係数の操作により、実質的な
総枠予算抑制

中医協総会資料（2006年2月3日）
「調整係数を設定する制度については、（中略）、DPC制度を導入した平成15年以
降5年間の改定においては維持することとするが、（後略）」

調整係数の廃止→民間病院の淘汰

特定機能病院と中小病院とでは報酬に差が
つくおそれ→医療機関の機能を財源面から規定
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ＤＰＣの対象は特定機能病院に限定するべきである

（３）－12 診療報酬包括払いの促進
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－レセプトオンライン化による弊害

・いわゆる機械審査は、医療の平均化を生み、個々の患者特性に応じた「最善
の医療」の提供が阻害されるおそれが大である。

・医学的根拠に基づく診療行為は、どのような審査体制においても容認されな
ければならない。

－あるべき保険者機能の強化

・保険者が発揮すべき機能は、医療費支出の抑制のためであってはならない。
・保険者が発揮すべき機能は、加入者の視点に立ち、アクセスと十分な医療

享受を担保し、被保険者（被扶養者）の健康を確保することにほかならない。

レセプトのオンライン化や保険者機能の強化によって、医療の個別性や最善

の医療提供が失われてはならない

（４）－15 ＩＴ化の促進
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－プライバシーの問題
・国民は、相手が医療・介護の従事者であっても、自らの健康情報を

全て知られたくはない
・ID窃盗などによる危険性はクレジットカードなどの金銭のみの損失

とは比較にならない

－民間が関わる問題
・住基ネットの取扱いについては行政職員とされ民間委託すら想定外

とされた （2006.10 足立区）

・年金・医療・介護・雇用の制度をまたがる「健康ＩＴカード」は、多くの
民間人による操作が想定される

－財源の問題
・カードの発行費用
・カード情報と既存病院システムとの連携コスト
・患者が自分の受けた診療内容を確認するには、個人が特定できる

生涯１患者１カルテの巨大なデータベースが必要

健康情報は究極の個人情報である点を踏まえ、事前の十分な国民

的議論を行うべきである

（４）－16 健康ＩＴカード


