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１．療養病棟入院基本料について

「医療区分１」については、中医協の分科会
でも、コストに見合わない点数設定が行わ
れたことが認められている（次頁）。

日本医師会は、患者実態調査に基づき、
2012年度に医療療養病床が26万床必要と

試算している。そして、中医協において「医
療区分１」の点数の見直しを主張した。

これに対し厚生労働省は、「医療区分１の患
者は介護施設で対応できる。療養病床全体
としてはコストに見合っている。」「点数を引
き上げる理由はない。」（2007.11.28基本小

委）と述べ、結論は出ていない。

現 状 （2007.12.18現在）

日本医師会の主張
医療が必要な患者は医療療養病床で守っていかなければならず、そのためには、特に
「医療区分１」について、コストに見合う点数設定が必要である。
同時に、速やかな受け皿整備を求める。

必要病床数の推計
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厚生労働省案

日本医師会推計

2007年8月（速報）

2005年10月（確定）

（万床）

医療療養病床 新たな介護施設等（現・介護療養病床）

*2007年度までの病床数は、厚生労働省「医療施設調査」「病院報告」より

2012年度 医療難民

11万人？ 受け皿が整備されな

ければ、介護難民最

大15万人？
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中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・慢性期入院医療の包括評価調査分科会
「平成18年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査報告書」（2007年8月）より

療養病床における現状の診療報酬上の問題点

※ ： 認知機能障害加算

1225※／
1220ADL区分１

764
ADL区分２ 1740

１3４４
885ADL区分３

医療区分３医療区分２医療区分１

〈療養病棟入院基本料２（診療報酬）〉

17,35119,59417,20916,024全体

15,97114,986
15,48217,194

15,974（認）15,127（認）
ADL区分１

17,10819,47917,41816,355ADL区分２

17,94419,82817,47916,875ADL区分３

全体医療区分３医療区分２医療区分１

〈患者1人1日当たり費用（含食事療養費〉〉

141.3184.0139.6112.9全体

105.684.9
97.0120.0

106.3（認）90.8（認）
ADL区分１

136.0180.3139.4118.9ADL区分２

161.7190.4150.7141.3ADL区分３

全体医療区分３医療区分２医療区分１

〈ケア時間〉

30.851.829.315.5全体

16.610.3
13.320.2

10.7（認）10.4（認）
ADL区分１

18.536.217.812.6ADL区分２

43.758.239.026.4ADL区分３

全体医療区分３医療区分２医療区分１

〈医療処置時間〉

食事療養費は外数:192点

単位：分 単位：分

単位：円 単位：点

「平成18年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査の結果について中間報告書」（2007年3月）より抜粋

「医療区分１に関して入院医療を必要としないという政策判断がなされ、診療報酬についてもコストに
見合わない点数設定がされている。」
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２．後期高齢者医療について（特に「主治医」の問題）

なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には
専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる「地域医療、保
健、福祉を担う幅広い能力を有する医師」

地域住民を誕生から、介護、看取りまで、幅広く包み込んで支える役割。
地域で、長期にわたって医療の提供を継続し、診療時間外も含めて住民そ
れぞれのライフステージにかかわる医師が自主的に担う。

高齢者の医療は、生命を守るだけでなく、生活を支援するサービスの一環
としてとらえるべきである。そのために「かかりつけの医師」が果たす役割は
大きい。
日本医師会は、「かかりつけの医師」を以下のように定義し、学術推進会

議等において養成カリキュラムを作成中である。

日本医師会「かかりつけの医師」
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－選択制とはいえ、患者が選択することは困難。包括払いに経済誘導されたあげく、
患者が受診できる医師が制限されることになる。

－「主治医」「総合科医」の要件を満たす医師がいない地域では、医療を受けることが
できなくなるおそれも。

厚生労働省・保険局（中医協事務局）
後期高齢者医療制度「主治医」

一方、厚生労働省からも「主治医」「総合科医」案が浮上してきている。

・患者１人に総合的に診る
医師（主治医）１人

・年間診療計画書を作成
・研修の受講が要件
・服薬状況等の確認義務付け
・「お薬手帳」の確認

出来高払い

包括
払い

選択制

内科、小児科等の幅広い領域について
総合的かつ高度な診断能力を有する診
療科を「総合科」として医療法上診療科
名に位置付け、国の個別審査によって
標榜医資格を付与。

厚生労働省・医政局
「総合科・総合科医」

継続的医学管理が必要な慢性疾患を対象

保険局は高齢者の「主治医」の問題、
医政局は標榜科の問題と言っているが、
将来的には、かかることのできる医師
が限定されるおそれが否定できない。

※いずれも2007年12月18日時点での厚生労働省案と 日本医師会の見解
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厚生労働省版の「主治医」（あるいは総合科医）は、最終的には、患者が受診で
きる医師を制限することになりかねない。そうなると地域に根付いた医師と患者、
地域住民との信頼関係、さらには公的医療保険制度への信頼も失われる。
日本医師会としては、国が一方的に定める要件の下、限定的に認定しようとす

るような仕組みについては、認められない。

国による
主治医（総合科医）の

限定的な認定

患者１人に主治医１人

包括払い方式の導入

学会認定医・専門医など
も国がコントロール？

－患者は「いつでも、どこ
でも」受診できない

－医師は患者を奪い合う

人頭払い（患者１人いくら）
になりやすい

規制改革と
言いつつ規制？

厚
生
労
働
省
版
「
主
治
医
」

近い将来の危惧

国が管理し
統制する医療へ

医療や公的医療
保険制度への

信頼を揺るがせる

さらに厳しい
医療費抑制へ
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３．７対１入院基本料について

中医協事務局（厚生労働省）が、医師
の配置を7対1の要件とすることを提案。

日本医師会は、医師不足に拍車がか
かるとして反対。また、夜勤「72時間

ルール」の見直しを求めた。

07.11.30
基本小委

看護必要度の調査結果が報告される。
７対１、10対１等の差は小さかった。

調査指標の見直しについて合意。

07.10.3
基本小委

中医協より「建議書」を提出07.1.31
総会

日本医師会「看護職員の需給に関する
調査」結果を報告。
民間中小病院を中心とする深刻な看護
師不足、病床数削減が危惧された。

07.1.17
総会

「建議書」から抜粋

各保険医療機関におかれては、看護職員の募
集・採用に当たって、地域医療の実情に配意し、
節度を持って行われるよう、強く期待したい。

１．看護職員の配置数等を満たした病院につい
て届出を認めるという現行の7対1入院基本料

の基準を見直し、急性期等手厚い看護が必要
な入院患者が多い病院等に限って届出が可能
となるようなものにすること。

２．手厚い看護を必要とする患者の判定方法等
に関する基準の在り方について、必要な研究に
早急に着手し、その結果を踏まえて、平成20年
度の診療報酬改定において対応すること。

３．看護職員確保に関する各般の施策について、
積極的に取り組むこと。

日本医師会の主張
引き続き、「建議書」を尊重し看護必要度の調査結果の検証、夜勤72時間ルールの見直

しを求める。医師要件は認めない。

*総会は中医協総会、基本小委は中医協基本問題小委員会の略
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2009
（H21）

2008
（H20）

698
「医療・介護サービスの質向
上・効率化プログラム」対象
病院目標1,000。

2007
（H19）

371

228

51

92

準備

病院

360216民間病院へ拡大
2006
（H18）

調整係数の見直し（廃止予
定）

2010
（H22）

144

144

82

累計

82特定機能病院にDPC導入
（実働は7月から）

2003
（H15）

2005
（H17）

新規

62
2004
（H16）

支払対象病院
経緯

４．DPCについて

日本医師会の主張
（2007.12.12中医協・基本小委でも発言）

以下の点をあらためて確認。

１．DPCはあくまでも支払方式の選択肢のひと

つであり、急性期病院の要件ではないこと。

２．今後も、出来高払いを採用する急性期病院
を適切に評価すること。

３．２年後にむけて、急性期病院の診療報酬
のあり方について、新たな議論を開始すること。

４．具体的なルールが決まるまでの間、準備病
院だけでなく、対象病院であっても、自主的
DPCを辞退することができるようにすること。

５．軽症*の急性期入院医療も含めることで合

意されているが、これについてはルール等の
見直しが行われるまでの「暫定措置」であるこ
と。

2007年度末時点での
準備病院（見込み）1,069

*あくまで厚生労働省の表現
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ＤＰＣに関する不安（１）
－係数操作により実質的な総枠予算管理になるのではないか？－

DPCによる診療報酬＝包括部分＋出来高部分

包括部分＝診断群分類ごとの１日当たり点数×（調整係数＋機能評価係数）×在院日数

前回診療報酬改定では、全体一律▲3.16％とされた。

調整係数 ＝

DPCに基づく推計支払額

前年度の出来高での支払額×（1－0.0316） 入院基本料等加算等から係
数化した機能評価係数－

※これに比べて出来高の場合は、個々の診療行為別に点数設定する。「一律」とい
うわけにはいかない。

2008年度診療報酬改定では、医科本体は＋0.38％となる見込みであるが、
前回ルールと同じであれば、DPCでは一律▲0.82％となる。

調整係数 ＝

DPCに基づく推計支払額

前年度の出来高での支払額×（1－0.0082）
入院基本料等加算等から係
数化した機能評価係数

－
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ＤＰＣに関する不安（２）
－機能係数により、特定機能病院と民間病院等との差がつくのではないか？－

現在でも、特定機能病院とそれ以外の病院とで差はある。

0.10690.09900.14387対1

－0.00690.052810対1

左記以外専門病院特定機能病院

多くの病院が、DPC対象病院となった後、係数操作により、

「医療費抑制→医療提供体制の崩壊→フリーアクセスの崩壊」に
つながることを否定できない。
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勤務医の負担軽減のため
・診療所における開業時間の
夜間への延長を評価

・併せて、診療所の初・再診料
を見直す

１．診療所の初・再診料と、夜間診療の評価は別の
問題。

２．開業時間は地域差が大きく、安易な組み換えは
問題が大きい。

３．診療所の夜間診療のインセンティブが高まると、
地域によっては、休日夜間急患センターや、在宅
当番医などの医師確保が難しくなる。地域の休日
夜間診療システムが崩壊しかねない。

５．勤務医の負担軽減策について
（診療所の夜間開業の問題）

2007.11.2 中医協・基本小委

厚生労働省案 日本医師会の主張

2007.11.30 中医協・基本小委

前回の論点の通り、診療所に
おける開業時間の夜間への延
長など時間外診療に対する評
価を重視

初・再診料の見直しは資料から削除

１．初・再診料と、夜間診療の評価は別の問題。
２．まず、時間外の在り方（定義）について、十分議
論を尽くすべき。

３．仮に初・再診料の引き下げなしに、夜間診療の
み手厚くする場合でも、地域の特性を考慮すべき。
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高齢者の多い地域では、昼間休診して夜間診療するようなこと
になれば、患者の受診が阻害される。

厚生労働省は、夜間診療上位県（愛知県・京都府・大阪府）、下位県（岩手県、
山口県、熊本県）別に分析を行っている。しかし、若いサラリーマン・自営業者
が多い愛知県・京都府・大阪府で夜間診療が多いのは需要と供給のバランス
からも当然である。
また、夜間診療上位県で救急出動が減ったというエビデンスは見られない。

人口1万人当たりの救急

の比率 全国順位 の比率 全国順位 出動件数 全国順位

愛知県 7.1% 44 95.6% 5 392 15

京都府 9.1% 35 94.6% 14 443 5

大阪府 7.4% 42 96.9% 1 561 2

岩手県 11.6% 14 85.9% 46 311 43

山口県 12.2% 7 92.2% 22 425 8

熊本県 11.9% 10 87.4% 43 386 18
*人口・就業者は、平成17年国勢調査より（第１次産業：農林水産業、第２次産業：鉱業・建設・製造業、第３次産業：サービス業他）。救急は、総

務省「平成18年版消防白書」より。

上位県

下位県

　75歳以上人口 第２・３次産業就業者
夜間診療 府県


