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【説明】入院医療（その５）について 

 

 

 

 

 

 次に、次期診療報酬改定に向けた議論といたしまして、「入院医療（その５）について」を議題といた

します。 

 事務局より資料が提出されておりますので、事務局のほうより、ご説明のほうをお願いいたします。

では医療課長、よろしくお願いいたします。 

 

 

 はい。資料「総－５」に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。 

 本日は、「入院医療（その５）」といたしまして、４点につきまして整理をさせていただきました。 
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 １点目でございます。 

 「重症度、医療・看護必要度の記録について」ということでございます。 
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 ３コマ目に、11月 15 日の総会における指摘事項を記載をさせていただいております。 

 

 「必要度の根拠の記録は、日々の看護記録の中に書けばよいことになっているが、適時調査において、

必要度の記録は別途まとめて記載するようにという指導がされることがあり、既存の看護記録のほかに

二重の記録を求められるなど、現場において業務負担の声がある」 

 

 というご指摘を頂いておるところでございます。 
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 この記録でございますが、 

 ４コマ目の所の赤でくくった所を見ていただければと思いますが、 

 Ｂ項目の「患者の状況等」という所でございます。 

  

 これは（右下の）点線で囲んであるとおり、 

 Ｂ項目については、評価の手引きに基づいて、 

患者の状況等を判断し、評価するということになっております。 

 また、これを記載をするということでございます。 
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 これは「重症度、医療・看護必要度Ⅰ」でも、 

 それから「Ⅱ」でも同じ記載となっております。 
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 この評価の手引きでございますが、 

 ６コマ目を見ていただければと思います。 

  

 この赤線を引いた所でございますけれども、 

 評価の手引きの中には、赤線の所でございますが、 

 「評価においては、後日、第三者が検証を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残

しておく必要がある」 

 というふうに明記をされておるところでございます。 
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 ７コマ目は飛ばしていただきまして、 
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 ８コマ目でございます。 

 この改定検証調査においても、「看護職員の業務負担の要因」 

 これを調査をしております。 

  

 負担の要因としては、「看護記録等の書類」が約５割で最も多く、 

 この書類の内訳では、「看護必要度に関する記録」 

 これが４割となっております。 
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 ９コマ目でございますけれども、 

 看護師のタイムスタディ調査によると、 

 看護師の業務のうち、「看護記録」に要する時間は全体 の約 14％で、 

 その「看護記録」のうち、 

 特に「日々の看護実施記録」に要する時間が多くなっている、 

 ということでございます。 
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 10コマ目を見ていただければと思います。 

 急性期病棟において、看護業務のうち看護必要度に係る「看護記録」については、 

 ＩＣＴへの移譲が可能と考えられている割合が高い傾向があり、約３割となっております。 

 赤線でくくった所になります。 
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 それで 11 コマ目でございますが、 

 現行の B 項目の判断基準においては、 

 ＡＤＬを含む患者の状態と、 

 看護職員等による当日の 介助の実施の有無が一体となって評価されている 

 ということでございまして、 

  

 下の緑の枠の中を見ていただきますと、 

 入院分科会では、 

 患者の状態を正確に把握するために、患者の状態と介助の実施、 

 これを分けて測定することとしてはどうかという意見があった、 

 ということでございます。 
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 これらを踏まえまして、 

 この重症度、医療・看護必要度の「Ｂ項目」の評価方法について、 

 案を提示をしておるところでございます。 

 

 まず、矢印の下の表にありますように、 

 患者の状態と介助の実施に分けて評価をいたしまして、 

 それぞれを掛け合わせて点数を算出することにより、 

 ＡＤＬを含む患者の状態がより明確化されるために、 

 「評価の手引き」により求めている「根拠となる記録」が不要となることに加えまして、 

  介助の実施の有無の判断がより分かりやすくなるというふうに考えられます。 

http://chuikyo.news/


 

55 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

  

  

   

13 コマ目は、同じように、 

 この特定集中治療室用、それから 

 ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の評価票についても、 

 この「Ｂ項目」の評価というのを求めておるところでございます。 
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 これらを受けまして、14コマ目の論点でございますけれども、 

 看護職員の看護記録等の書類作成に係る業務負担軽減の観点から、 

 重症度、医療・看護必要度のＢ項目の評価方法を 

 「患者の状態」と 「介助の実施」に分けて評価することとし、 

 併せて、根拠となる記録を不要とする対応を進めてはどうか。 

 

 また、特定集中治療室用・ハイケアユニット用の 

 重症度、医療・看護必要度に係る評価票の評価方法についても 

 同様の対応をすることとしてはどうか。 

 

 ということで、整理をさせていただきました。 
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 続きまして、「特定機能病院に係る評価について」ということで、 

 ２点、整理をさせていただいております。 

  

  

  

  

  

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

58 Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

  

  

 まず、16 コマ目でございますけれども、 

 これは「特定機能病院制度の概要」となっております。 

 赤線で引いておりますように、 

 「高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた

病院」として、 

 厚生労働大臣が個別に承認をしているというものでございます。 

 

 その要件としては、 

 病床の規模や人員配置等に係る要件が定められているところでございます。 

 

 承認の要件となっている看護の配置は、そこを見ていただいて、書いてあるとおり、 

 診療報酬の要件に置き換えますと、「10対１」相当というふうになってございます。 
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 17コマ目でございますが、 

 こちらは診療報酬における病床の分類を示したものでございます。 

 赤枠囲みの部分が特定機能病院入院基本料となってございます。 
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 18コマ目でございます。 

 これは、「特定機能病院入院基本料の概要」となっております。 

 特定機能病院入院基本料には、一般病棟、結核病棟、精神病棟、 

 それぞれの評価体系が設けられております。 

 

 また、同等の人員配置となります一般病棟入院基本料と比べまして、 

 特定機能病院が担う、その機能を踏まえまして、 

 より高い評価がされているということが分かるかと思います。 
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 続きまして、19コマ目でございますが、 

 特定機能病院入院基本料と一般病棟入院基本料の施設基準等の比較を 

 以下に示しております。 

  

 重症度、医療・看護必要度の基準が異なることや、 

 算定可能な加算、特定入院料等の違いがある、 

 ということが見て取れます。 

 

 特定機能病院入院基本料を算定する医療機関においては、 

 その担う機能や人員配置を踏まえ、 

 地域包括ケア病棟入院料の届出はできない、 

 というふうにされておることが分かるかと思います。 
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 20コマ目に、 

 この特定機能病院入院基本料を算定する医療機関においては、 

 地域包括ケア病棟を算定できないわけなんですが、 

 その地域包括ケア病棟入院料と、 

 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準というのを 

 そこに並べて示させていただいております。 

  

 地域包括ケア病棟の看護配置は 13対１となっておりまして、 

 回復期リハビリテーション病棟の看護配置は 13 対１または 15対１ 

 というふうになっておるところでございます。 
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 続きまして、21コマ目でございますけれども、 

 「特定機能病院における入院患者の薬剤適正使用の推進」 

 ということでございます。 
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 22コマ目は、使用ガイド付きの医薬品集について、 

 ということで整理をさせていただいておりますが、 

 本年６月の 26 日（の総会）には、 

 「フォーミュラリー」と呼んでご説明をさせていただいておりましたが、 

 「非常に概念が分かりづらい」というご意見を頂きましたため、 

 「基本的には日本語で分かるように」ということで、 

 「使用ガイド付きの医薬品集」という名称に整理をさせていただいたところでございます。 

  

 この「使用ガイド付きの医薬品集」に関しての 

 特定機能病院の取組実態というのは、 

 そこにお示しをしているとおりでございまして、 

 策定しています医療機関というのは、 

 わずか２割程度というふうになっておるところでございます。 

  

 また、使用ガイド付きの医薬品集を作成している薬効群というのを見ていただければと思いますが、 

 消化性潰瘍治療薬、糖尿病治療薬、高血圧治療薬 

それから、脂質異常症治療薬のほかに抗菌薬 

といったようなものも作られているということが分かるかと思います。 
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 続いて 23 コマ目でございますが、 

 これはまた、６月の時にもご紹介をさせていただきました浜松医科大学の事例となっております。 

  

 左の枠囲みにありますように、使用ガイド付きの医薬品集は、 

 採用薬の治療効果や注意事項を事前に評価し、 

 質と安全性の高い薬物治療を効率的に実施するためのもの 

 と位置付けられておるというものでございます。 
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 続いて、24コマ目は浜松医科大学のガイド付きの医薬品集のリストとなっています。 

 現在、13 薬効群あります。 

  

 右側は、抗インフルエンザウイルス薬の実際のフローでございまして、 

 患者の状況によって使用する医薬品、これを示したものでございます。 

  

 特に問題がない場合には、オセタ……、オセル……、 ん？ オセルタ……、オセルタミ、ビル、の、 

 要するに、先発品のタミフルの後発品が第一選択となってございます。 

 

 ▼ この点、医薬品業界の記者はすごいと思う一方、製薬会社にはもっと分かりやすい名前を付けてほしいとお願いしたい。 

  

 ここにおいてのポイントはですね、赤に書いてありますとおり、 

 今、薬剤耐性が問題となっている、 

 例えば、ゾフルーザ、これが第一選択ではないというようなところがポイント 

 というふうに考えております。 

 

 ▼ ポケモンの名前が覚えやすいのは、絵があるからだろうか。薬にも、その名前っぽいキャラクターを付けてはどうか。「ゾフルーザ」だったら、ち

ょっと強そうな怪獣のキャラなんてどうだろう。 
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 25コマ目でございますけれども、 

 聖マリアンナ医科大学病院での、これは「例」でございまして、 

 右端、下のハコでございますが、例えば、「小委員会の構成員」ということで、 

 聖マリアンナ医科大学では、副病院長をはじめとした病棟薬剤師や病棟薬剤師と連携して、 

 院内の「使用ガイド付きの医薬品集」が策定をされております。 

  

 また、検討にあたっては、 

 有効性のエビデンスの評価、 

安全性のモニタリングの評価、 

ガイドラインでの推奨、費用・経済性の検討等 

 が「評価書」としてまとめられるというものでございます。 
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 26コマ目。 

 これは、日本海ヘルスケアネットでの事例となっております。 
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 続きまして、27コマ目でございます。 

 これは、「使用ガイド付きの医薬品集に関する基本的な考え」として整理をしたものでございます。 

  

 上のハコでございますが、使用ガイド付きの医薬品集に関する基本的な考えの整理でございますが、 

  

 まず、使用ガイド付きの医薬品集の活用には、 

 ①有効性、安全性、経済性に関するエビデンスを収集・分析し、 

医療機関の状況を踏まえた適切な評価、 

 ②新薬発売時等の定期的な見直し、が行える相当程度の体制が必要 

  とされております。 

  

 なお、後発医薬品については、後発医薬品の情報を収集・評価し、 

 薬事委員会等で採用薬を決定する体制の評価として、後発医薬品使用体制加算がございます。 

  

 使用ガイド付きの医薬品集の活用にあたっては、質を担保しながら進める必要がありまして、 

 「まずは特定機能病院において試行的に推進してはどうか」 

 と考えておる、というところでございます。 
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 28コマ目。 

 これは、「令和２年度診療報酬改定の基本方針」でも、 

 適正使用について、 

 「医学的妥当性や経済性の視点も踏まえた処方を推進」 

 するというふうにされておるところでございます。 
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 29コマ目は、これまでの中医協での指摘、 

 これについてまとめたものとなっております。 
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 次に 30コマ目でございますが、 

 これらを整理いたしまして、論点として３つ掲げさせていただいております。 

  

 １つ目が、 

 特定機能病院に係る評価のうち、届出ることのできる入院基本料および特定入院料の範囲について、 

 その位置づけや有する機能および体制等を踏まえ、見直すこととしてはどうか。 

  

 ２つ目ですが、 

 使用ガイド付きの医薬品集を試行的に推進する観点から、 

 高度の医療の提供、高度の医療技術の開発等を実施する能力を有し、 

地域の拠点となる特定機能病院において、 

 使用ガイド付きの医薬品集の作成・維持を行う体制を評価することについて、 

 検討することとしてはどうか。 

  

 また、使用ガイド付きの医薬品集の作成に当たっては、 

後発医薬品の使用推進、使用ガイド付きの医薬品集の質の担保および 

その効果検証の適切な実施等が重要であることから、その点も踏まえ、検討することとしてはどうか。 

 ということで、整理をさせていただきました。 
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 続きまして、「地域の実情を踏まえた対応について」ということで、 

 ２点、整理をさせていただいております。 

 医療資源の少ない地域についてでございます。 
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 32コマ目をご覧いただきたいと思います。 

 これまで対応してきました医療資源の少ない地域に配慮した診療報酬上の評価の一覧でございます。 

 経緯でございます。 

 現行の医療資源の少ない地域については、 

 平成 28年度改定で見直しが行われ設定をされておるということでございます。 
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 33コマ目はこの地域の一覧となっておりまして、 

 左上に記載されている要件を満たす 41医療圏および離島の地域が 

「医療資源の少ない地域」と指定をされております。 
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 次に 34コマ目でございますが、 

 これが医療資源の少ない地域に配慮した診療報酬上の要件の緩和をお示しをしたものでございまして、 

 入院料の算定や人員配置、夜勤の要件、病床数の要件を一部緩和しておるところでございます。 
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 35コマ目でございます。 

平成 28 年度改定においては平成 23年度の医療施設調査の結果等を基に、 

「医療資源の少ない地域」を設定しました。 

 今回、平成 29 年度医療施設等調査を利用しまして、 

見直しのシミュレーションを行ったというものでございます。 

  

 シミュレーションにあたりましては、 

 人口の構成や患者の流入についても反映できるよう、 

 「医療従事者の需給に関する検討会・医師需給分科会」の第４次中間とりまとめで示されました、 

 暫定の「二次医療圏別医師偏在指数」を取り入れております。 

  

 シミュレーションの結果、現行の 41 医療圏のうち、11 医療圏が要件を満たさなくなりますが、 

 ５医療圏が新たに要件を満たし、医療資源の少ない地域は 35 医療圏となります。 

  

 なお、要件を満たさなくなる医療圏のうち、６医療圏は離島で構成される二次医療圏であるため、 

引き続き要件の対象となります。 
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 36コマ目が「参考」として医師偏在指数の算出方法を示したものでございます。 
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 37コマ目でございます。 

 これは「参考」として示しておりますが、 

 医師偏在指数は「人口 10万人対医師数」と比較いたしまして、 

 人口の高齢化率等の高い地域や患者の流入の多い地域、それから、医師の高齢化率の高い地域で、 

 順位が下がるという傾向にあることも、そこにまとめさせていただいております。 
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 続きまして 38 コマ目でございますが、 

 医療資源の少ない地域に対する配慮とは別に、 

 一部の報酬の項目において、 

 へき地医療拠点病院等の指定を受けていることを要件としている項目がございます。 
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 39コマ目をご覧いただきたいと思います。 

 へき地医療拠点病院の事業内容を中段にお示しをいたします。 

  

 巡回診療等によるへき地住民の医療確保に関することや、 

 派遣医師等の確保、 

 遠隔医療等の各種診療支援に関すること 

 等が事業の内容となっております。 

  

 下段に病床の規模を示してます。 

 へき地医療拠点病院は約 25％が 400床以上の病院。 

 約半数が 200 床以上となっております。 

  

 一方、医療資源の少ない地域に所在する医療機関については約７割が 200 床未満でございまして、 

 へき地医療拠点病院の状況とは異なっているということがそこに分かるかと思います。 
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 40コマ目でございます。 

 これらを踏まえまして、 

  

 「医療資源の少ない地域」に配慮した項目と、 

 へき地に配慮した「へき地医療拠点病院」等の要件としている項目 

  

 の整理案を提示させていただいております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 再び３８============================================ 
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 38コマ目に示しておりますように、 

 へき地拠点病院等を要件としている項目については、 

 医療資源の少ない地域に所在している医療機関についても対象としてはどうか 

というご提案となっております。 
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 続いて 41 コマ目からは、地域加算についてでございます。 
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 42コマ目でございます。 

 これは地域加算の現行の取り扱いとなっております。 

 医療経営における地域差に配慮する観点から設けられておるものでございますが、 

 国家公務員一般職の地域手当に関して 

人事院規則で定める地域および当該地域に準じる地域に所在する医療機関に対して、 

 入院料の加算として算定するものでございます。 

  

 平成 28年度の改定におきまして、地域加算の対象地域を見直した際に、 

 対象から外れました７地域につきましては、 

 令和２年３月 31日までの間、「７級地」とみなす経過措置を設けている、 

 ということでございます。 

 これは下線で引いておるところでございます。 
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 43コマ目でございますが、 

 これは平成 28 年に行われた見直しの概要となっております。 
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 44コマ目に論点として整理をさせていただきました。３点でございます。 

  

 医療資源の少ない地域については、 

 人口構成等を反映できるよう医療従事者の確保が困難な地域の要件を見直すとともに、 

 直近の統計を用いて、対象地域の見直しを検討してはどうか。 

  

 なお、見直しの対象となる地域にあって、 

 現在、当該評価の届出を行っている医療機関については、一定の配慮を行うこととしてはどうか。 

  

 へき地に配慮した要件については、 

 医療資源の少ない地域も対象としてはどうか。 

  

 経過措置の対象地域となっている７地域について……。 

 これは地域加算について経過措置の対象地域となっている７地域について、 

 現状の取扱いを踏まえ、 

 人事院規則で定める地域に準じる地域に定めることとしてはどうか。 

 というご提案となっております。 
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 続きまして、「その他（の事項）」ということでございまして、 

  

 「一連の入院の取扱いについて」と、 

 「提出データ評価加算について」 

  

 この２つについて、ご提示をさせていただいております。 
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 まず 46コマ目でございます。 

 入院料の通則における再入院についてでございます。 

 まず、入院料の通則において、 

同一の保険医療機関に再入院する際の入院の起算日を規定しておりまして、 

 

 一旦治癒に近い状態になって再発した場合や、 

 退院の日から３月以上経過した場合を除き、 

 初回入院日を起算日として計算するというルールとなっております。 

  

 以下は、「参考」として、 

 医科の点数表の記載をそのまま抜粋しております。 
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 47コマ目は、入院料の通則にのっとりまして、 

 そこに示しております加算につきましては、 

 入院期間が通算される再入院に該当する場合は算定できない、 

 というふうにしておるところでございます。 
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 48コマ目でございます。 

 ＤＰＣ／ＰＤＰＳにおける再入院については特別の扱いをしておりますので、 

 それについて少しご紹介をさせていただきます。 

 

 ＤＰＣ／ＰＤＰＳにおける再入院についての整理でございますけれども、 

 ＤＰＣ／ＰＤＰＳにおきましては、 

診断群分類に基づいた点数を算定する際の再入院に係る取扱いを定めております。 

  

 退院してから７日以内にＤＰＣ対象病棟に再入院する際、 

病名が同一または特定の病名が選択されている場合は、 

 入院期間の起算日を初回の入院日とする取扱うこととされております。 
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 49コマ目でございます。 

 入院料等の通則では一連の入院とされますけれども、 

 ＤＰＣ／ＰＤＰＳにおいてはその算定にあたり、一連の入院でない取扱いとなるケースがございます。 

  

 下に例を示しておりまして、 

 肺炎で入院した初日に患者サポート体制充実加算を算定し、一度は退院しましたが、 

 退院日から 10 日後に再び肺炎で入院した際、 

入院料の通則では一連の入院とされますが、 

 ＤＰＣ／ＰＤＰＳにおいては一連の入院ではない取り扱いとなります。 

  

 このようなケースの再入院時に 

患者サポート体制充実加算等の「入院中に１回のみの算定」が可能とされる加算は算定不可である 

ということを明確化する、 

 ということを提案したいということでございます。 
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 50コマ目でございますけれども、続きまして、 

ＤＰＣ／ＰＤＰＳにおける費用対効果評価の対象となる医薬品等への対応について 

お諮りをしたいということでございます。 

  

 ＤＰＣ／ＰＤＰＳにおきましては、 

 診療報酬改定時や、期中に新規に薬価収載される医薬品等については、 

 診断群分類点数表にこれらの医薬品のデータがない状態で設定されているということから 

診断群分類点数表を適用して包括算定することが適切ではない場合がある状態でございます。 

  

 このため、これらの医薬品については、 

 次の診療報酬改定までの間は、中医協での審議の上、一定の基準に該当するとする場合に、 

 出来高算定する取扱いというふうにしております。 

  

 しかしながら、費用対効果評価の評価対象となった薬剤につきましては、 

 評価期間を経て、その後に価格調整が行われるということが前提でございますので、 

 価格調整の結果を令和２年の診療報酬改定時の診断群分類点数表に反映することができない 

ということになります。 
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 下記にそのイメージを付けております。 

 費用対効果評価の対象となった医薬品は評価期間を経て価格調整されるために、 

 令和２年度診療報酬改定において価格調整された薬価を 

ＤＰＣ／ＰＤＰＳの診断群分類点数表に反映することができない、 

 ということが分かるかと思います。 

  

 

  

 51コマ目でございます。 

 続きまして、その「提出データ評価加算」について、ご説明をしたいと思います。 

  

 51コマ目に、11 月 22日の中医協総会におきましてご指摘された事項をそこに付けております。 

  

 病床規模などで未コード化傷病名の割合を比較して検討し、 

 例えば、病床規模が低い病院で未コード化傷病名の割合が高い、等の傾向が見られた場合、 

 病床規模が小さい病院を重点的に評価することとしてはどうか。 

 というご指摘を頂いたところでございます。 
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 52コマ目。 

 これは病床規模で未コード化傷病名の割合を比較した表でございます。 

  

 200床未満の病院、黄色（＝オレンジ色）でくくっておりますけど、 

 200床未満の病院では未コード化傷病名の割合の平均が 7.85％であったことに対しまして、 

 200床以上の病院では 3.15％と、 

 病床規模の小さい病院では未コード化傷病名の割合が大きいということが分かりました。 
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 以上を踏まえまして 53 コマ目に論点を示しております。 

 まず、ＤＰＣ／ＰＤＰＳの再入院時における加算料等の取扱いについてでございますが、 

 医科点数表において、 

入院料等の通則に規定する入院期間が通算される再入院の場合は算定することができない、 

とされている加算等については、 

 ＤＰＣ／ＰＤＰＳの再入院の取扱いで一連の入院とみなされない場合であっても、 

 入院料等の通則に則り、算定することができないことを明確化することとしてはどうか。 

  

 それから、ＤＰＣ／ＰＤＰＳにおける費用対効果評価の対象となる医薬品等への対応についてですが、 

 費用対効果評価の対象となる医薬品等および 

当該医薬品等を比較薬として算定したものを使用する場合は、 

 該当する診断群分類区分において出来高算定とすることとしてはどうか。 

  

 ３つ目でございますが、提出データ評価加算についてです。 

 許可病床数 200床未満の病院にデータ提出加算の対象が拡大することや、 

 許可病床数 200床未満の病院において、200 床以上の病院と比べて未コード化傷病名の割合が高い 

ことを踏まえ、 

 未コード化傷病名の割合の評価基準を見直すことについて、どのように考えるか。 
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 例えば、許可病床 200 床未満の病院の未コード化傷病名の割合の評価基準を５％とした上で 

評価は継続し、 

 許可病床200床以上の病院については未コード化傷病名の割合の評価は終了することとしてはどうか。  

 ということで整理をさせていただきました。説明については以上でございます。 

 

 

 はい、ありがとうございました。 
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【質疑】入院医療（その５）について 

 

 

 

 

 

ただいまの説明につきまして、何かご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

では松本委員、よろしくお願いいたします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。まず 14ページ目の論点でありますが、 

Ｂ項目の評価方法を「患者の状態」と「介助の実施」に分けて評価することで、 

今まで正確に把握することができていなかった「患者の状態」のデータを取ることが可能となります。 

 加えて、根拠となる記録を不要とすることで、看護職員の負担軽減につながるとのことですので、 

この論点については賛成いたします。 

http://chuikyo.news/


 

99 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

  

 

  

 続きまして 30 ページ目ですが、１つ目の論点です。 

 

 特定機能病院には、期待される機能や体制に合致した入院料を算定していただく 

という方向性は理解いたします。 

 

 例えば、特定入院料のうち特定機能病院としては看護配置が薄い 13対１や、 

あるいは 15 対１の回復（期）リハビリテーション病棟を算定している大学病院では、 

その病棟がどのような理由でこれを算定しているのか等をですね、 

もう少し中身を見た上で検討してはどうかというふうに思います。 

 

 ２つ目と３つ目につきましては、これまでも議論したとおりであり、 

医療機関レベルで検討の場があることはよいとは思いますけれども、 

 例えば医薬品の安定供給の問題。 

例えば、ある大学病院で大量に採用している医薬品で、 

万が一、メーカーによる回収や、急な市場撤退があった場合、 

卸が速やかに果たして納入できるかといったこととかですね、 

あるいは薬価基準に収載された医薬品について、 
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自主的な使用制限が設けられることと同じことになるんではないかと思いますし、 

 高度な医療の提供等が認められる特定機能病院において、 

経済性を重視した医薬品の選択が期待されているのかどうか、非常に疑問もありますので、 

 こういった課題がある中で、現時点では診療報酬と結び付けることについては反対いたします。 

  

 
  

 44ページですが、１つ目の論点につきまして、 

新しいデータでシミュレーションをすると、該当する二次医療圏が減少するということですが、 

その原因は人口減少が進んだためということなのでしょうか。 

 つまり、「人口当たり医師数等」を算出する際の分母となる人口が減少したために、 

相対的に医師数等の割合が上昇したということなのでしょうか。 

 人口減少が進んだだけで、医師数等が増加したわけではないということでしたら、 

そうした地域で医療提供体制を維持するための要件緩和等の配慮は変わらずに必要であると思います。 

 従って、見直しによって対象外となる地域で、現在、届出している医療機関については、 

引き続き、「医療資源の少ない地域」としての取り扱いを継続すべきと考えます。 

 

 また今後も人口減少は続いていきますので、現在の「人口当たりの医師数」を基準とする考え方では、 

該当する医療圏が少なくなってしまう可能性がありますことから、 

「医療資源の少ない地域」の判断基準も改めて検討する必要があると考えます。 
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 ただし35ページのシミュレーションで使用されている「二次医療圏別医師偏在指標」につきましては、 

これは暫定的なものでありますし、さまざまなご批判的な意見もあると伺っておりますので、 

この指標を用いるには適当ではなく、 

 例えば、「人口当たり医師数が下位３分の１」という基準がありますけども、 

この基準をどうするのかを検討するなどの方向性が必要と考えます。 

 

 ２つ目と３つ目の論点については、特に異論はありません。 

  

 

  

 53ページ目の論点であります。 

 １つ目と２つ目の論点については、異論はありません。 

 

 ３つ目の論点についてですが、 

まず最初に「許可病床数 200 床未満の病院にデータ提出加算の対象を拡大することや」とあります。 

 11月 22 日の総会でも発言しましたとおり、このデータ提出加算の対象の拡大に当たっては 

２年間の経過措置を設けることを改めて提案いたします。 

 

 その上で、提出データ評価加算の扱いですが、 
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論点では、許可病床 200 床未満の病院の未コード化傷病名の割合の評価基準を５％とすることが 

提案されておりますけれども、 

 現在の要件は 10％であることや、 

52 ページにある、先ほどお示しになった分布を見ても、 

200 床未満の病院では大きくばらついています。 

 つまり、200床未満の病院の未コード化傷病名の割合として 

平均では 7.85％であっても、分布としては非常にばらついていますので、 

 この５％というご提案は非常に厳しいのではないかと考えます。以上でございます。 

 

 

 はい、ありがとうございました。ほか、いかがでございましょう。 

 では有澤委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございました……、ありがとうございます。 

 30コマ目の論点の上から２つ目、３つ目についてであります。 

 

 

 

 院内の使用ガイド付き医薬品集、これを推進することは単に経済性だけではなくて、 

質と安全性の高い薬物治療を行うために、効率的に行うために有用・有益であると思われます。 

 

 そういう観点からは、ここに書いてありますように、 

使用ガイド付き医薬品集の作成・維持を行う体制を評価することについて、 

「検討する」ということには賛同します。 

 

 しかしながら、これら医薬品集を作成すること、 

あるいは整備することだけをもって評価するということは、 

本来の目的が形骸化されてしまうということでありますし、 
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 医薬品集が活躍され、活用され、 

実績として、患者にとってメリットがあるもの、質の高い、あるいは経済性、安全、 

そういったものを担保しながら、 

しっかりとした薬物治療を提供できるような、そういうような組み方にしていただければと思います。 

 そういった観点からは、例えばですね、 

後発医薬品の使用体制加算などのさまざまな既存の加算の評価項目の中の一部に 

要件化するということがいいのではないかと考えます。以上です。 

 

 

 では猪口委員、お願いいたします。 

  

 はい。それでは、まず 14ページ目の重症度、医療・看護必要度のＢ項目についてですが。 

  

 

  

 ここの提案で、10 から 13 まで、これを「介護の実施」ということで、 

まあ、まあ、ＩＴ化するというかですね、記録を簡略化ということだと思いますが。 

 考え方によっては、９番（寝返り）もですね、 

少し考えを整理すれば一緒にできるのかなというように思いましたので、これはぜひその方向で。 
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 ということと、もう１点。 

14、15 は、いわゆる問題行動ということで、非常に、これは管理する側は大変な点でございますので、

ぜひここは十分な評価をこれからもお願いしたいと思います。 

  

 

  

 それから、今、30 ページのですね、使用ガイド付き医薬品集のお話がありましたけども。 

 もちろん、質の高い医薬品を選んでいくという面もありますが、 

 実は、これはやっぱり在庫をうまく調整するとかですね、 

経営的な面がやっぱりどうしても入ってきてしまいますので、 

 診療報酬で評価するということがいいかどうかというのは、少し、 

これからの「検討」ということですから、 

そこの点は注意して検討する必要があるのではないかと思います。 

 

 

 

 それから、44 ページ目の地域加算なんですけども、 

これは以前から、ずっと議論は何遍もあったと思いますが、 

 実は、例えば介護保険では、地域によって 10％台の報酬の差があるけども、 

医療では、例えば１等地（＝１級地）の 18 点というのは、これは 0.5％ぐらいなんですね。 

 ぜひ、ここは時間がかかることだと思いますけども、やはりその医療機関、特に病院のですね、 

原価に基づく計算ということを、もう一回考えていただいてですね、 
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 それによって、この地域加算がどうあるべきかということを 

今後も検討をしていただきたいというふうに考えております。 

 

 

 

 それから、最後の 53ページですけども、提出データですけども、 

 今回、200 床未満にも対象が広がりますし、どのような動きになるか分かりませんので、 

 ここは、今回はあまりですね、変更せずに、もう少し広げた場合のデータをそろえてからですね、 

また検討したほうがよいのではないかと思います。以上です。 
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 ありがとうございました。ほか、いかがでございましょう。  

 では吉森委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 30ページの使用ガイド付き医薬品集、これについてなんですけれど。 

  

 

  

 質と安全性の高い薬物治療が効率的かつ適正に実施する観点、 

 こういうことで採用薬の治療効果、費用対効果および使用上の注意事項を事前に評価して、 

医薬品の使用指針を定めた上で、使用ガイド付き医薬品集を策定しておく。 

 こういう対応というものの有効性というのは、理解はできるところであります。 

 

 また、22 ページに特定機能病院での医薬品集の策定効果データによると、 

 これを見ますと、策定病院数っていのは、まだ少なくて、新規医薬品の更新などにも課題がある。 

 サンプル数は少ないけれども、 

一方でジェネリックの使用促進、患者の経済的負担の軽減、病院経営の効率化にも効果がある 

というようなことも出ております。 

 一方で、医師、薬剤師の負担軽減にもつながるという結果が見られております。 

 そういう意味では、まずは地域拠点となる基幹病院の特定機能病院における取組、 

 これを促進して、それを地域に波及させていくという方向性、 

 これについては非常に有意義な取組であるというふうには理解しておりますけれども。 

 もう一方では、次期改定の重要課題でもあります医療従事者の負担軽減という観点からも、 

取組としては必要であるのかなあというふうに考えますが……。 

 

 が、やっぱり論点にあります、この使用ガイド付き医薬品集作成・維持を行う体制の評価、 

 これを検討する前にですね、使用指針や使用ガイド付き医薬品集の策定プロセスおよび、 
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 その策定委員会などの体制整備、 

 また使用ガイド付き医薬品集の運用についての一定の標準的な在り方、 

 こういうものがやはり制度として評価するためには、 

しっかりとやっておく必要があるんだろうというふうに思います。 

 

 そういう意味では、先行している大学病院などの事例などのエビデンスの集積、運用上の課題、 

 これをしっかり把握してですね、 

 27ページに運用イメージってありますけれども、 

 

 

 

そういう観点等によって、 

 一方で後発医薬品の使用促進の使用ガイドラインということ、 

 そういうものも含めて、このガイドライン……、 

 ガイド付きの医薬品集の質が担保され、適切な実施ができる体制、 

 標準的な一定の実施体制、 

 こういうものの在り方をまずは検討して、 

 十分に促進できるという体制を見て、評価について次に検討すべきだというふうに思います。 
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 では幸野委員、お願いいたします。 

  

 

 はい。一部重複するところもありますが、考え方、論点に従って述べさせていただきます。 

 まず、14 ページのＢ項目の評価方法については、 

看護必要度がより精緻になるということで、支持したいと思います。 

  

 

  

 それから 30ページの論点の特定機能病院なんですが、 

特定機能病院は高度な医療を提供する能力を備えた病院という役割を持っているという観点からは、 

特定機能病院の有する機能と体制を明確化するということが必要だと思います。 

 

 

 

 その上で、10 対１、７対１が基本になってる病棟で、 

回復期のように 13対１、15 対１が要件となっているような病棟が特定機能病院としてふさわしいか 

ということについては、疑問を呈するところでありますので、 

回復期リハ病棟入院料については、特定機能病院の届出は不可とすべきというふうに思います。 

 

 それから、ちょっと論点には書かれてないんですが、 

また、同様の観点から、平成 30年度改定で見直されなかったんですけど、 
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 重症度、医療・看護必要度、 

これ、特定機能病院は測定１（＝必要度Ⅰ）で 28％以上、測定２（必要度Ⅱ）で 23％以上 

というふうになってるんですが、 

これ、急性期一般病棟と比較すると、入院料３とか４のレベルになるんですが、 

高度な医療を提供して、点数の高い、この特定機能病院の重症度、医療・看護必要度が、 

この基準が妥当なのかというところについては、これ、なぜ見直さないのかという点については、 

医療課、事務局のほうのお考えを聞きたいというふうに思います。 

 

 

 

 それから、２点目の論点になります。 

 院内使用ガイド付き医薬品集については、 

これは薬物療法の質とか安全性の向上や、後発医薬品等、経済性に優れた処方の促進と、 

 あと、医薬品の在庫管理の効率化に資するものであって、 

医薬品の効率かつ安全な、有効な使用を推進する観点から、 

院内使用ガイド付き医薬品集の作成・維持を行う特定機能病院の取組を診療報酬上で評価すべき 

というふうに思います。 

 

 特に、令和２年９月までに後発品のシェアを 80％にするという目標も掲げられておりまして、 

 特定機能病院におけるさらなる後発医薬品の使用を誘導する観点や、 

 特定機能病院は平成 26 年度以降、損益差額率が赤字基調になっているといったところもあり、 

そういった効率経営の観点からも、必要な診療報酬上の対応を求めるべきだと思います。 

 

 じゃあ、どういった診療報酬上の対応にするかということについてですが、 

 例えば、先ほど有澤委員もおっしゃいましたように、 
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 後発医薬品使用体制加算の要件に「院内使用ガイド付き医薬品集を作成していること」 

というのを要件化するとともに、 

 作成していることだけじゃなくて、やはり地域の模範になる拠点病院でございますので、 

後発医薬品の使用状況とか、あと医薬品の安全性とか、経済的な効果、 

こういったものも測定していただいて、 

これらを報告するということも要件の中に入れていただきたいというふうに思います。 

 特定機能病院については、ぜひこれを実施していただきたいというふうに思います。 

 その他の論点については、特に異論はございません。以上です。 

 

 

 ほか、いかがでございましょう。 

 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 

 

 はい。改めて、この使用ガイド付きの医薬品集の作成の診療報酬上の評価ですけども、 

 後発医薬品体制加算の要件に入れることにつきましては、 

先ほど述べたような理由から、改めて反対いたします。 

 

 また、医薬品のですね、適正使用、品質、有効性・安全性にかかる 

治療に資する情報を整理し、施術されることは、 

これは患者のためには極めて重要なことかというふうには思っております。 
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 そのためにですね、 

既に「ＤＩ室」と言われる、医薬品情報管理室というのが設けられておりますので、 

 これをですね、各施設でしっかりと今後も運用していくということが非常に重要かな 

というふうに思っております。以上です。 

  

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。まあ……、 

 松本委員の今の発言なんですけど、 

まあ、何を懸念されてるのか、ちょっとよく分からないんですが……。 

  

 ▼ いつも先にふっかける。 

  

 このガイド付きの医薬品集のルールっていうものは、 

決して医師の処方権をオーバーライドするものではなくて、 

 医師が必要と認めた場合とか、患者の方が特に望んだ場合とかは、 

 そのルールに必ずしも従う、 

絶対このルールに従わなきゃいけないというものじゃないというふうに思ってますし、 

 医師の処方権をオーバーライドするものじゃないというふうに思ってますので、 

まあ、そういったところはないというふうに思ってます。 

  

  ▼ これはなかなかいい突っ込み。 

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 

  

 

 医師の裁量権そのものはですね、 

確かに、もちろん、これからも持続しなければなりませんけれども、 

 この、やはり、使用ガイドラインというものをあまり突き進めていきますと、 

これは、例えば医師全体の総意のないところでですね、 

やはりこう、例えばガイドラインによって、非常に制限がかかってきたりしますので、非常にですね、 
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 例えば、「製薬会社さんの説明がどこにいくか」とかっていうことも含めてですね、 

もっとしっかりと検討してですね、考えていくべきであって、かなり影響はすると思いますよ。 

  

 ▼ 製薬会社さんの「接待費」がどこにいくか。 

 

 

 では今村委員、お願いいたします。 

  

 

 はい、ありがとうございました。 

今回、特定機能病院での院内使用ガイド付きの医薬品集ということで、 

 まあ、こういうことを「検討することは重要だ」というのは、 

これはたぶん、１号（支払）側も２号（診療）側もあまり違いはないと思いますけども。 

 

 

 

 考えていただいたいのは、日本の医師っていうのは、基本的にまず、 

今は必ずしも特定機能病院でない所で医師のスタートを始めるっていう場合もありますけれども、 

やっぱり大学病院を中心とした病院で医療を開始する医師っていうのは、非常に多いわけですね。 

 そういうところで、処方権、今、「制限されていない」っておっしゃいましたけど、 

一方で在庫管理っていうようなお話もおっしゃって。 
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 結局、ある程度、在庫のことを考えると、 

いろんな薬を置いとくっていうことがある程度、制限されてくると、 

結局、使えるお薬っていうのが非常に限られてくる中で、 

いわゆる医師としての経験をすると。 

 

 これは、大事なことは、やっぱり同じような薬効であっても、それぞれの薬に違いがある 

ということを医師は知っておくことができるからこそ、適切な処方ができる 

というものもありますので、そういった時期に、あんまりその、 

経済原則で在庫の管理をして、製品数を減らしてみたいなやり方が必ずしもいいとは思えない。 

 そういった場合に、 

この院内使用ガイド付きの医薬品集をどう作っていくかっていうルールがあんまり明確でなくて。 

 そういう中で、ただ、ガイドを作るっていうことを、経済原則だけを進めると、 

今言ったように、かなり使用されるお薬が制限されてくるというふうに思っています。 

 

 これ、厚労省も資料で、浜松医科大学の、これ、例が出ているんですけれども、 

まさしくここに書かれていることと、それから実際のこの中身を見るとですね、 

経済性のみではなくて、いわゆる治療効果、それから注意事項、質と安全性の高いっていうことを 

重視しているということだと思います。 
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で、これ、インフルエンザの例、出てますけれども、確かに原則的には、何もなければ、 

この後発品である「オセルタミビルを第一選択とする」と書いてありますけれども、 

 これ、いろんな患者さんの病態があるので、全ての病態に対応していると。 

結局、インフルエンザで用意されてるお薬、全部、これ、病院が持ってるっていうことに、 

これ、なるわけですよね。 

 だから、何でもかんでも経済原則でっていうような、 

まあ、こう、考えでこれを進めることについては、私は適切ではないと思っていて、 

あくまでも患者さんの受けられる医療の質や安全性を高めるために 

医薬品の使い方をちゃんと病院の中でルール化しておくっていうことが大事だということが、 

やっぱり第一義的なんじゃないかなあというふうには思っています。 

  

 

 

 

 では吉森委員、お願いいたします。 

  

 

 はい。今、今村委員がおっしゃったように、そこはすごい理解できるところで、 

まずは、やはり特定機能病院、地域の中では基幹的な病院であるというふうに理解しておりますんで、 

 ここで、こういう取組をしっかりと推奨して、やっていって、そこで実態把握、 

それぞれの病院の特性とか地域の特性、高齢者の分布状況とか、いろんな状況があると思いますんで。 

 そういう中で、どういうようなガイド付きの医薬品集を作っていけばいいかっていうのは、こう、 

http://chuikyo.news/


 

115 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

やっている中でいろいろなパターンが出てきて、それである程度、一定的な方向性、 

 その薬品の決め方も、委員会をどういうような委員会で、院内の薬剤師さんがどういう関わりをして、 

 それぞれお医者さんと言っても、 

専門的なお医者さんと総合的なお医者さんと、それぞれの分野があろうかと思いますんで、 

 そういうことを「実証実験」と言うと失礼ですけれども、やった中で、 

このガイドの在り方を構築していく。 

 

 一方で、経済性っていうのも、非常に今の日本の医療制度の中では大事な観点でありますから、 

 そういうものも含めて、これをどう使っていくかということをやっていくために、 

この特定機能病院で、まずは推進していきましょうと。 

 

 ところが、推進するのに、「評価しないと推進しないのか」 

っていうところをどう考えるかっていうことなんで、 

 ここのところはしっかりと議論する必要があると思うので、 

 「点数、付けないとやらないんですか」っていうふうに保険者としては思っちゃうので、 

 ここのところをしっかり議論していただきたいと思います。 

 

 

 ほか、いかがでございましょう。 

 では城守委員、お願いいたします。 

 

 

 今……。 

 ありがとうございます。 

 吉森委員がおっしゃったとおりだなと私も思って、先ほど、ちょっと手を挙げたわけですけど。 

 基本的に、医学的な妥当性とですね、経済性を考えてということ 

っていうのは当然のことであろうと思います。 

 

 ただ、もう１つですね、重要な視点というのは、 

やっぱり薬剤のですね、個別の最適化という、そういう視点というものが非常に重要でして、 

 これは、いわゆるがんゲノム医療とかですね、当然のようにされてるわけですが、 

 普通の医薬品においてもですね、薬効が同じでも、その、人によっては、 

副作用が出たり、ないしは飲み合わせが違ったり、まあ、さまざまなことも起こります。 

 ですから、そういう意味においては、 

やはり一定程度ですね、その薬剤の処方に関しての柔軟性というものも必要であろうということも、 

皆さん、ご理解していただけると思うんです。 
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 ですので、現在ですね、この……、何て言いましたっけ……、 

 使用ガイド付きの医薬品集ですね。 

 これを、要するに作っていこうという流れをどう推進しようかということで、 

それを診療報酬で評価するかどうかという話であるわけですが、 

 基本的に、これは今現在、お話の中でお分かりのように、 

「トライアル」といいますか、「これからやっていこう」という状態であって、 

 でまあ、これをですね、「診療報酬で評価する」というのは、まだまだ早いというか、 

 

 

 

 本当の意味での最適なですね、ガイドの医薬品集というのはどういうものであるのか、 

 その中においての、要するに、個別の最適化というものをですね、 

どういうふうに取り入れることができるのかどうかということをですね、 

 もう少し検討していく余地があるのではないかなというふうに思いますので、 

 そのあたりは、やっぱり議論が必要であろうというふうに思います。以上です。 

 

 

 では島委員、お願いいたします。 

 

 はい、ありがとうございました。いろいろ、意見、出てますけども、 

実際、患者さんに提供する医療の質を高めるために、 

クリニカルパスとかクリニカルインディケーターとかいったものを一生懸命、 

それぞれの施設で、見ながら、自分たちの医療を変えようとしてます。 
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 この考え方、この薬剤に関する考え方も非常に重要な考え方で、 

こういったものがですね、どんどん推進されていくべきだろうと思います。 

 医療施設によっては、「同種・同効薬を幾つまで」とかいうふうな採用の仕方をしてる中で、 

使える薬剤がそれぞれある中で、 

 「何が一番適してるのか」という、こういう考え方をですね、きちんとつくるというのは、 

院内形成するというのは非常に重要なことだと思いますが、 

 それは診療報酬で評価するというのは、もうちょっと……、 

 先ほど、吉森委員とかも言われてましたように、 

データがそろってから、もしやるとすればやればいいんじゃないかなあというふうには思います。 

  

 

  

 それと、確認ですが、39コマ目の所ですけれども、 

この下の表の所に、病床ごとに、こう、区切ってあるんですけど。 

 これ、普通は、例えば「100 床未満」の次は「100 床から 199床」とかいう表現、普通はあるんですが、 

なんか、これは意図されてるんですか？ 

 

 

 では、よろしくお願いいたします。 
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 しておりません。すいません。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。使用ガイド付き医薬品集の作成なんですけど、 

やはり私は、これ診療報酬で評価すべきだと思います。 

 

 というのは、これ、ただ作っていればいいというものではなくて、 

これ、結構、大変なルールになると思ってて。 

 医薬品がどんどん出てくるでしょうから、 

常にアップデートし続けていかなきゃいけないっていう大変な作業とか、 

 あと、安全性が一番大切ですので、経済性のみならず安全性がどうであったかというふうなことも、 

常に報告していくということを要件に入れるっていうこともすれば、 

結構大変な、病院にとっては作業になろうかと思いますので、 

 これはやはり診療報酬できちっと評価して、推進されるように、のみたいというふうに思います。 

 

 そういったところで、このルールをつくっているっていうことだけじゃなくて、 

 その効果検証もきっちりと行って、国に報告してもらって、それで初めて評価される、 

 というふうなルールにすべきじゃないかというふうに思います。 

  

 

 ほか、いかがでございましょう。 

 では松本委員、お願いいたします。 

  

 

 はい。まあ、こういった取組をですね、進むことを阻害してるわけじゃありませんけれども、 

 まずは、これ、非常にそれなりにですね、まあ、ある意味、 

特定機能病院のような非常に余裕のあるって言うか、 

非常に人員の多いような所、大きな所でしかできないというものをですね、 
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 非常にちいちゃな病院ではまず、この取組は現時点では非常に難しいという状況があるので、 

 まずは吉森委員もおっしゃったとおり、 

 まずはこういった所でやってみた結果をですね、 

果たして、これを全体に本当に広げていくことができるかどうかとか、 

そういうことを含めて、今後、議論していくべきであって、 

 まず、これを評価することに対しましては、改めて現時点では反対をします。 

  

 

 はい。 

  

 

 では今村委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。幸野委員から、もうこれ、診療報酬で、手間がかかるから評価したほうがいいという、 

まあ、病院側の取組を評価していただくっていうのは、 

大変、ある意味ありがたいことではありますけれど。 

 

 いつも幸野委員、おっしゃるようにですね、 

これってどういうアウトカムが出てくるのか、何も分かってないと思います。 

 それから、ルールのつくり方、この医薬品の使用ガイドっていうものをどのように作成するか。 

 

 先ほど、吉森委員からもお話があったように、それぞれの病院の機能によって、 

いろいろ、つくり方っていうのがまだはっきり決まっていないわけですよね。 

 その中で、診療報酬で評価するっていうのはですね、 

これは、やっぱりまだまだ早いんじゃないかなと。 

 

 どういうつくり方をして、どのようなものがあって、で、アウトカムは一体何なんだと。 

 先ほどおっしゃったような後発医薬品の使用率みたいなことだけを評価して、 

これに点数付けるっていうことは、ちょっとあり得ないんじゃないかなと思ってるんですよ。 

 こういうガイドができたことによって、 

いろんなアウトカムも、評価の指標っていうものが、たぶんあるわけで。 

 そういうものを見た上で、じゃあ、それは点数を評価しましょうっていうのが、 

 今まで幸野さんがいつもおっしゃってるようなことじゃないのかなって私は思いますけど、 

いかがでしょう。 
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 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 まあ、あの……、これ……を、なかなか評価しないと、 

これ、推進するスピードが遅れるんじゃないかというふうなことも懸念してまして。 

 

 これ実際に、まあ、本当に特定機能病院とはいえ、 

こういうルールをつくってアップデートしていきながら効果検証をやって国に報告すると。 

 それによって、どんどん、このガイド付きの医薬品集のルールっていうのが標準化されてくる 

と思いますので、 

 その先陣、一部、医療機関では、もうやられてますが、 

地域の中核となるこの病院が、まず先陣を切ってやられてると。 

 これ、大変な作業になると思いますので、そこは一定の評価があってもいいんじゃないか。 

 

 ちょっと、１号側と２号側で評価しろ、しないと、いつもと違うんですけど、 

 

  （委員らは大爆笑） 

 

これは評価してもいいと思いますね。 

 

 ▼ けんかしていたグループ同士が仲直りしたかのように委員らは大爆笑したが、傍聴席は居眠りモード。１つのテーマに時間をかけすぎ。 

  

 

 （笑いながら）いやいや、すいません。 

 いつもと立場が変わってるっていうのは、 

まあ、それを認識していただいてるっていうのは、非常に大事なことだと思いますけど。 

 

 先ほど、島委員もおっしゃったように、 

これ、医療側もですね、こういうものが必要だっていう認識は、 

もう本当にかなり今、進んできているんじゃないかなと思うんです。 

 

 で、さっきお話ししたように、 

このガイドをどうつくっていくかっていうルールが、あんまりまだ明確じゃないので、 

 それを今の時点で、こう、診療報酬で評価するっていうことは適切じゃないんじゃないかな 
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というふうに申し上げているだけです。 

 

 だから、そういうものがきちっと、ある程度、ルール化されてきて、 

 で、今、幸野委員がおっしゃったように、 

 じゃあ、国に報告するアウトカムって、何を想定されているんでしょうか。 

 つまり、後発医薬品の使用率っていう話は具体的にありましたけど、 

アウトカムっていうものを、報告すべきものが、どうも私にはよく分からないんです。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

  

 ▼ 結局のところ、欲張りムラの住民が縄張りを守ろうとしているだけ。 

 

 

 私個人が考えてるのは、そのルールに従って処方した場合に、 

何か安全性に関わる問題が生じなかったのかどうか。 

 もし、そういったルールで安全性に支障があった場合は、 

そういった事例も報告してもらうっていうことや、 

 あるいは経済的な面から言えば、 

それによって病院の薬剤費にかかるコストがどれだけ効率（化）したか。 

 これは病院経営にとっても大切なことだと思いますので、 

こういった経済的な観点からも評価していただくということを一応想定してます。 

  

 

 よろしいですか。 

 

 

 では今村委員。 

 

 

 ああ、いやいや。 

 今、おっしゃったような指標っていうのも、いろんな要素ですごく変わってしまうので、 

そう簡単に出てくる客観的なデータとは、ちょっと現時点では思えないですね。 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

122 Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 それで、医療安全についても、 

今、もう、薬剤に伴って処方された薬剤で、どんな患者さんに副作用等が起こってるか 

というような報告を集めるっていう仕組み自体も機能してるわけですから。 

 

 それと、この使用付きのガイドで、 

こういうガイドにのっとって処方したら何が起こったかっていうのとは関係なく、 

まあ、今、医療安全の視点で、もう、きちんと収集されてるデータだというふうに思っていますし、 

報告もされているわけですね。 

 だから、このガイドがあるから、 

じゃあ、こういうふうに、なかったときとどう違うのかっていうのを 

科学的に検証することはとても難しい作業だというふうには思ってます。 

 

 

 ほか、いかがでございましょう。 

 では岩田専門委員、よろしくお願いいたします。 

  

 ▼ 岩田専門委員の出席は珍しい。たぶんご多忙なのだろう。という言い方をすると、「ほかの中医協委員は暇なのか」と突っ込まれそうだが。 

  

 私のほうからはですね、「地域の実情を踏まえた対応」ということで、31 コマ目にありますけれども。 

  

 ▼ 全く別の論点に切り替えてきた。これまでの議論にウンザリしたのではなかろうか。 

  

 

  

ご意見を申し上げたいと、このように思います。 

 実際、今、地域医療の現状ということでありますけれども、 

 全国的に医師の地域偏在、そしてまた診療科偏在が生じてる中でありまして、 
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 特に中山間地域、そして離島等の条件不利地域におきまして、 

 医師そして、また看護師をはじめとした医療従事者の不足が大変深刻化をしております。 

 町村部では、特に医療機関自体が限られている中、 

医師の派遣を受けながら、地域医療を維持しているところでございます。 

 医師１人で診療所を運営している所もありますし、その医師が休むと休診ということにあいなります。 

 地域では、このような医師等の人材不足に加え、高齢化も進んでおりまして、 

地域医療が安定的に維持できなくなることが懸念されております。 

 地域医療は住民の命を守る最後の砦であります。 

 自治体が存続していくために必要不可欠なものでありますし、 

 また、診療報酬制度をはじめとした国の医療政策が、 

こうした地域医療の実態に寄り添うものとなるよう配慮をぜひともお願いを申し上げたい、 

このように思います。 

 なお、医療資源の少ない地域を見直す場合には、対象外となる医療圏の中で、 

 現在、当該評価の届出を行っている医療機関について、一定の配慮をぜひともお願いをしたいと 

思います。以上でございます。 

  

 

 ありがとうございました。では吉川専門委員、お願いいたします。 

 

 看護の立場から、一言だけ発言させていただきます。 

 14 ページに取り上げていただいております「重症度、医療・看護必要度の記録に係る論点」について

ですけれども。 

  

 

  

 患者の状態のより正確なデータが取得可能になるということと、 

 看護師の業務の負担の軽減につながると考えておりますので、 

 ぜひ、この方向で進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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 ありがとうございました。ほか、いかがでございましょう。 

 では……、えっと、薬剤管理官、お願いいたします。 

 

 ▼ ここで薬剤管理官の挙手は異例である。締めくくりの発言をしようとしたのだろうか。中医協では、日医と保険者の意見がひととおり出尽くし

たあと、患者代表が締めくくりの発言をして終わったり、最後に日本薬剤師会や日本歯科医師会の委員、または専門委員らが発言して終了するパタ

ーンが多い。専門委員もそのあたりは心得ていて、「そろそろ終わりだな」というあたりで控えめに発言する。一方、厚労省の別の会議では、最後に

医政局長が締めくくりの発言をすることもよくある。今回の薬剤管理官も、そのような趣旨だろうか。フォーミュラリーの名前を変えて再提案したが、

またしても蹴散らされたので、何か言わずにはいられなかったのだろう。厚労省担当者の多くは「皆さんでご議論を」と言って逃げてしまうなか、こう

した積極的な姿勢は評価されていいと思うのだが。  

  

 はい。先ほど、院内使用ガイド付きの医薬品集の策定の仕方、ルール等について、さまざま、ご意見

が、ご指摘がありましたので、本日お示ししているところ、浜松医大の例、それから聖マリアンナ医大

の例でご説明いたしますと、23コマ目に浜松医大の策定の考え方、手順が書いてございます。 
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 こちらにございますとおり、まず右下のほうにございますとおりですね、 

 薬剤部、それから関連する院内部門・委員会、診療科におきましてですね、 

複数採用のある同種・同効医薬品、後発医薬品、バイオシミラーの採用がある領域について、 

案の作成をするということでございますけれども、その「手順２」の所でございますけれども、 

 薬剤部において、例えば根拠となるガイドラインですとか、 

参考文献や経済効果などを示した上でですね、 

そして薬剤部および関連する診療科等において協議して原案を作成し、 

 それを「手順３・４」にあるような 

上の委員会のほうで決定していくというような手続きが浜松医大の例でございます。 

 

 

 

 また、次の 25 コマ目にあります聖マリアンナ医科大学病院の場合ですと、 

フロー図がございますけれども。 

 診療科より新薬の採用の申請があった際にですね、 

薬剤師が中心となって、新薬の評価を薬事委員会、やるわけですけれども、 

 その場合に、特に同種・同効薬がある場合ですね、 

「小委員会」という所で、この院内使用ガイド付きの医薬品集の策定について検討するということです。 
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 右側に丸１の「医薬品新規採用評価書」というふうにございますけれども、 

 医薬品の概要、それから、 

使用ガイド付きの医薬品集の必要性を検討するに当たって、有効性に関するエビデンスの評価、 

それから安全性とモニタリング項目の評価、 

それからガイドラインでの推奨がどうなってるかとか、 

そういったさまざまな、例えば同じようなものであっても代謝が異なるとかですね。 

 そういったことで相互作用の観点で、併用禁忌が異なるとかですね、 

 あるいは体内動態で半減期、血中半減期がどうなのかとか、そういったことも含めてですね、 

 どういうエビデンスがあって、どういう薬がこの領域で、こういった患者さん……、 

 

 

 

 患者さんも、同じ疾患でもですね、先ほどの浜松医大のように、 

病態によってですね、どういう薬が適切なのかというふうなことを吟味していって、 

 それで当然、薬剤部それから診療科、そのあたり、しっかりと協議した上で決めていくという。 

 

 そういう「プロセス」が非常に重要なのではないかということで 

今回、特定機能病院、そういったことがやれるということであれば、 

まずは高度な医療を提供する特定機能病院であれば、 

そういうことがやれるのではないかということで、今回、「試行的」なかたちで、 

「取組の評価」ということで提案させていただいたということでございます。 

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 
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 （お怒り気味の口調で）ただいまの企画官（＝薬剤管理官）のお話は、何か質問があっての答えなん

でしょうか？ 

 何か、ちょっと違和感を感じますけども。 

 ちょっとおかしいんじゃないでしょうか！ 誰も求めてないと思いますけども、発言を。 

  

 ▼ シャウト！！ 

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 はい。先ほどの企画官（＝薬剤管理官）の話はですね、先ほど、何のルールも決まっていないという

ふうなお話等々がございました。 

 全く、要するに未知なことをお願いをすると、やっていただきたいというような話というふうに受け

取られてるのではないかというふうに思われましたので、私どもとしては、資料に、私の資料の説明が

少し足りなかったなということで、企画官に補足の説明をお願いしたということでございます。 

  

 ▼ ここできっちり部下をフォロー。今回の医療課が家族的でチームワークがよさげに見えるのは、森光課長の人望もあるのだろうか。ところで、

森光課長が発言を始めると同時に、マツキチとイマムーが挙手した。安倍政権とベタベタの日本医師会が牛耳っている現状、その団体にコバンザメ

のように付いていく病院団体。もう末期である。 

  

 

 では今村委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。私が「何のルールもない中で」という言い方をしたので、 

そういうご説明をしていただいたんだと思います。 

私の言い方がちょっと適切ではなかったのかなとは思いますけれども。 

  

 ▼ このあたり、さすが百戦錬磨である。 
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 それぞれの病院が、ご自分の工夫でやっておられるということは、この資料のとおりだし、 

 ただいま、ご説明をいただいたとおりだと思いますけれども、 

 診療報酬で全般に、この評価をするに当たっては、 

標準化された仕組みになっているんですかっていうことを申し上げたかったっていうことです。 

 つまり、それぞれの病院がそれぞれの工夫でやられていることを、 

じゃあ、そのまま、どんな工夫でもいいから、 

「うちはやっていますから」って言って評価するっていうことなんでしょうか、 

ということを問題視したっていうことです。 

  

 ▼ いずれにしても医療課は本気だろうから、大学病院の薬剤部長はさらに接待漬けか。 

いずれ、疾患別の医薬品リストや処方ルールがギチギチに固まり、それに診療所のドクターも従わなければならない時代に突入。 

  

 

 では吉森委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。全く同意見でですね、 

この事例として２つの大学の病院の例が出てるんで、 

こういうものをもう少し集めて、おんなじようなパターン化して、 

 どういうプロセスが評価に値するのかっていうところをやっていかないと、 

 この中でいろんな問題が、たぶんあるんだろうと思います。 

 そういうものをつかんで、 

 

 さっき幸野委員からありましたけど、 

 報告をさせるのかどうかっていうような仕組みも考えていくっていう意味では、 

 こういうもの、もう少し集めて検討して、 

 国としてどういうパターンで特定機能病院にやってもらったらいいのかっていう、 

 これで妥当性がある、合理性があるっていうんなら評価をしていくというのは、 

 順番、手順としては、そういう手順を踏むべきだっていうふうに申し上げてるんで、 

 全くやってないっていうことはなくて。 

 

 もう少し申し上げれば、 

 われわれ、協会けんぽのデータを使って、静岡の地域では、そのデータを提供して、 

一緒にそういう大学病院と研究と重ねるというような運動もしておりますんで。 

 やっぱり、そこで何か問題があるのかというのをしっかりと把握していきたい 

というふうに思ってますんで、 
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 そういう取組をもう少し進めるべきだと申し上げたんで、 

 「評価するな」とは言ってないので、 

そういうものが整えば評価していけばいいということだと思う。 

  

 ▼ 急にトーンが変わった。田宮薬剤管理官の熱弁の影響はやはり大きいか。 

 

 

 では城守委員、お願いいたします。 

  

 

 先ほど、今村委員がおっしゃったようにですね、 

基本的に、まだ、この要するに、かたちが整っていない、アウトカムも出ていない中において、 

 

 

 

 先ほど薬剤管理官がですね、まあ、まずは特定機能病院から試行的に行ってみてはどうか、 

 ということで提案をしたというお話でございますので、 

 このようなですね、状態においてですね、 

これを要するにまあ、 

診療報酬で、現時点において評価をするというのは、やはり適切ではないのではないでしょうか。 

  

  ▼ しぶとい。しつこい。 
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 今、田宮管理官がおっしゃったのは、 

これは大変な作業になるということをおっしゃったんだと思います。 

 ルールを単につくればいいということじゃなくて、ルールをつくるにはいろんな関係者がいて、 

その合意形成に基づいて、あるいはいろんな患者もいらっしゃるので、 

それに個別に対応していくルールにしていかなきゃいけないということで、 

 非常に病院にとっては大変な作業であって、 

これを評価せずにやれば、たぶん推進は遅れるんじゃないかなというふうに思いますので。 

 こういった大作業で、あとはこう、日本中に進めていくためにも、 

いわゆる実証実験といっては失礼ですけど、そういった先鞭を切っていただくということになるので、 

やはり評価を付けるべきだというふうに思います。 

 

 

 では松本委員。 

  

 

 今、幸野委員がいみじくもおっしゃいましたけど、実証実験に対して評価することについては、改め

て反対いたします。 

  

 

 ほか、何かご発言等ございますでしょうか。まだ残りがございますので、この件に関しては……。 

  

 ▼ 「使用ガイド付きの医薬品集」のネタで 40分。日医の発言は「１つのテーマにつき１人」というルールを早急に導入すべきだ。 

それから、支払側は健保連（幸野）と協会けんぽ（吉森）のどちらか１人でいい。２人とも発言が長すぎる。 

 

 

 すいません……。 

 

 

 はい、どうぞ。 
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 特定機能病院の重症度、医療・看護必要度について、事務局の意見をお伺いしたいと。 

 

 

 （そんな質問もあったな、という感じで）ああ……、分かりました。 

 では医療課長、お願いいたします。 

   

 

 はい。特定機能病院についてはですね、重症度、医療・看護必要度について、 

前回、資料として出しておりませんが、 

 今、一般病院のほうの、同じものをもちろん使っておりますので、 

 その項目について前回、お示しを……。 

 入れ替え等の話についてご提示させていただきました。 

 同じように集計をですね、しております。 

 ですので、その、特別に、特定機能病院として議論するということではないんですけど、 

 基本的には、全部集計をして、そしてお示しをして、 

ご議論いただきたいというふうに思っております。 

  

 

 はい。分かりました。 

 同時に議論していくということで理解いたしました。 

 まあ、この重症度、医療・看護必要度が入院料３ぐらいというのは、 

特定機能病院としてはふさわしくないと思いますので、 

 これはぜひ、次回改定で見直していただきたいというのと、 

 10対１は基準すらないというのも、 

これはちょっと特定機能病院としてはふさわしくないんじゃないかなということで、 

一般病床の議論をするときに、併せて議論していただきたいというふうに思います。 

  

 

 ほか、いかがでございましょう。 

 次へ進んで、よろしゅうございますでしょうか。 

 では、この「入院医療（その３）」（＝正しくは「その５」）につきましては、 

ご質問等もないということで、本件に関わる質疑はこのあたりとしたいと存じます。 
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