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【質疑１】 医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進 

 

 

 

 

 

 ただいまの説明につきまして、以下では項目ごとに区切って議論してまいりたいと存じます。 

 まずは、大きなローマ数字のⅠ「医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進」 

に関わる部分に関しまして、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。 

 働き方に関するところでございますけども、 

 先ほど補足資料のほうで診療報酬の対象要件のイメージと、 

 それから基金事業の対象要件のイメージをご説明いただきました。 

 このところで、ちょっと質問がありますので、させていただきたいと思います。 

 ３つありまして、１つ目はですね、 

 地域医療介護総合確保基金については、 

 例えば区分１について、昨年度だけでも 200 億程度の執行残があると承知しております。 
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 今回の働き方改革への特例的な対応が各医療機関に行き渡るには 

 基金の着実な執行が必要であると考えておりますけれども、 

 医政局においては具体的にどのような対策を、対応策を考えていらっしゃるのか、 

お聞きしたいと思います。 

  

 

 では、お願いいたします。  

 

 

 医政局総務課長でございます。 

 委員ご指摘の働き方改革に管理いたしまして、 

 基金事業というのを来年度、公費ベースで 143 億円、財源措置をいたしまして、 

 確実な執行に努めていきたいというふうに思っております。 

 

 具体的な対応でございますけれども、 

 国が示す今回の補助要件の客観的な要件につきまして、都道府県向けに十分な説明を行います。 

 補助が必要な医療機関に対しては財政的な支援が確実に行われるよう、 

 都道府県に対して要請してまいりたいと考えております。まずこれが１点でございます。 

  

 また基金は、基本的には都道府県からの要望に応じて支払われるものでございますけれども、 

 今回、都道府県別の対象となる可能性のある医療機関数につきまして、 

 あらかじめ各県に対してお示しをして、 

 

 対象となる医療機関に対して確実に財源措置がなされるように予算計上していただくように 

要請をする予定でございます。 

  

 また、基金の地方負担分、これ、地域医療（介護）総合確保基金につきましては、 

 地方負担分が３分の１、国が３分の２ということでございますけれども、 

 当該この地方負担分の３分の１につきましては、 

 国の財政のフレームといたしまして地方消費税と地方交付税において 

 各都道府県別に財源保障が確実になされるということに財源フレームとしてはなっております。 

  

 こういったことがございますので、 

 この３分の１の県負担部分につきまして財源不足によって予算計上がなされることがないように、 

 都道府県向けに説明を徹底するということを事業執行にあたりまして徹底を申し上げたい 

というふうに思っております。 
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 また、今回の基金事業につきましては、 

 医師の働き方改革の推進、地域医療の確保と、この両立を図るために、 

 診療報酬と相まって対応が必要なものでございますので、 

 都道府県向けに対する、先ほど申し上げました客観的な要件設定、 

 あるいは都道府県別の医療機関の事前提示、 

 あるいは、この地方負担分についての財源措置がなされている旨をきちんとご説明するとともに、 

 この医師の働き方改革にきちんと着実に支援が行われるように、 

 従来の基金の区分とは異なりまして、 

 この事業専用の新たな区分を設定をして、都道府県に対してきちんと、 

 民間医療機関も含めて支援がなされるようにということを徹底してまいりたいというふうに 

思っております。 

 この旨、各都道府県および各医療関係団体に向けました、 

 予算成立後、説明会などを開催いたしまして、 

 この趣旨を徹底してまいりたいというふうに考えております。 

 

 

 では引き続き、松本委員、お願いいたします。 

 

 

 まあ、この基金の執行をきちんと行うと、 

 非常に大事なところだと思いますので、 

 今、おっしゃったようなことをですね、しっかりと行っていただきたいと思います。 

  

 

 

http://chuikyo.news/


 

93 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 続いてですけれども、 

この年間の救急車受入台数 2,000 台以上の多くは公立・公的医療機関だというふうに思われますが、 

 受入台数が 2,000 台未満の頑張っている民間医療機関への対応については、 

 どのように考えていらっしゃるのか、改めてお聞きしたいと思います。 

 

 

 では、お願いいたします。 

 

 

 関連いたしまして、今回、ご提案申し上げておりますように、 

 年間の救急台数 2,000 台未満の医療機関につきましては、 

 地域医療に特別な役割があるということで、 

 かつ働き方改革の推進の上でも非常に重要だということで、 

 体制整備に関するその支援を行うことといたしております。 

 この対象病院につきましては、本日ご説明、ご提案申し上げたような形で、 

対象病院を特定をした上で、都道府県が基金を活用することに補助金を交付することになります。 

  

 繰り返しになりますけれども、 

 その際には、国が示す客観的な要件につきまして都道府県向けに十分な説明を行うとともに、 

 当然、民間医療機関も含めて補助が必要な医療機関に対して財政的な支援が確実に行われるように 

対応してまいりたいというふうに考えております。 

  

 先ほどの繰り返しになりますけれども、 

 財源措置としては各都道府県別に地方消費税と地方交付税で財源措置がなされている 

ということでございますので、 

 確実な予算計上および支援が確実に行われるように徹底してまいりたいというふうに考えております。  

 

 

 では引き続き、お願いいたします。 

 

 

 最後に、釈迦に説法かもしれませんけれども、 

 診療報酬は医療機関にとっては安定的な収入源となりますけれども、 

 基金についてはこれはもう単年度ものでありますので、 
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 次年度以降の見通しがつかないということになりますが、 

 この点についてはどのように考えていらっしゃるのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 

 

 では、お願いいたします。 

 

 

 医政局といたしましても、2024 年度を念頭におきまして、 

 医師の働き方改革について各般の検討を進めているところでございます。 

 地域医療に特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境になっている医療機関に対して、 

 この上限規制ということも、2024年の上限規制ということも想定いたしまして、 

 必要な支援が行われることが必要であるというふうに考えております。 

  

 なお、昨年 12 月 17日に行われました 

来年度の予算編成における財務大臣と厚生労働大臣の折衝におきましても、 

 勤務医の働き方改革の対応につきましては、 

 今後、医師に対する時間外労働の上限規制の適用、 

 これは具体的には 2024年度を想定しておりますけれども、 

 および暫定特例水準の適用終了、 

 暫定特例水準というのは、いわゆる「Ｂ水準」と言われている医療機関の、 

 それを 960時間の「Ａ水準」になるまでの期間のことでございますけれども、 

 その適用終了に向けて、 

 上限を超える時間外労働ができる限り早期に解消されるよう、 

 医療機関による労働時間短縮を促進する制度的対応等とあわせ、 

 診療報酬および地域医療総合確保基金の対応を検討する 

ということが合意されているところでございます。 

  

 次年度以降の、この支援の在り方につきましては、 

 引き続き、先ほどのような大臣合意も踏まえまして、 

 財政当局と調整を行い、必要な医師の働き方改革の支援が行われるように 

 医政局としても全力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。  

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 
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 はい、分かりました。 

 暫定特例水準が解消されるまで、しっかりと厚労省として、 

これに取り組んで努めていくというお答えを頂きましたので、 

 それについてはしっかりとお願いしたいと改めて要請いたします。ありがとうございます。 

 

 

 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。 

 今回の個別改定項目の議論に入る前に、 

ちょっと一言、総論として意見を申し上げたいというふうに思ってますけれども。 

  

 診療報酬は、皆さん、ご案内のとおり、ご承知のとおり、 

 患者が受けた医療行為、技術の対価として支払われるものでありまして、 

 その目的、趣旨、内容が国民・患者に十分に理解されるよう、 

 国民・患者にとって分かりやすく、かつ納得感のある内容になっていることが不可欠だって 

いうふうに考えております。 

  

 一方で、今回改定に関する資料は 500ページを超えておりまして、 

 前回改定よりも年々、さらに増えているというふうに思っております。 

 事務局におかれては、この議論の取りまとめにおいて膨大な作業と時間を費やしていただいた、 

 このことには頭が下がる思いであります。 

  

 しかし、今回の個別改定項目を見てみますと、 

 国民の理解、納得が得られるようにする観点、これはもう当然のことですけれども、 

 医療機関の事務負担の軽減、保険者における審査支払事務の効率化・簡素化、 

 厚労（省）の事務局の作業負担の軽減、 

 いわゆる働き方改革の観点からも、 

 また、その機能分化や地域医療の確保、医療提供体制の変化、医療技術の進展、 

ＩＣＴの進展等を受けて、 

 今回、診療報酬の体系、内容があまりにも複雑になってきているという印象でありますし、 

 事実、非常に理解するのに困難だというふうに考えております。 
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 従って、そろそろ真剣に、この診療報酬体系の抜本的な見直し、 

 これを検討する時期に来てるんじゃないかというふうに考えております。 

  

 医療保険制度の維持、発展、安定的な、この維持について、 

 次回以降の改定に向けては診療報酬の体系、内容、その在り方について、 

 中医協をはじめとして診療報酬制度に関わるあらゆる関係各所、部門で、 

 早急に前向きに検討していく必要があるのだというふうに考えております。 

 ついては、事務局にこういうご検討を強く要望したいと思いますけれども、 

お考えはいかがでございましょうか。 

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 はい、ご指摘の点でございますけれども、 

 診療報酬体系につきましては、複雑化、それから細分化されているといって、 

 また、分かりにくい体系になってるというご指摘については、 

 各部署からいただいておるところでございまして、 

 それにつきましては、できるだけスリム化、 

そして簡素化していくという方向性で検討するべきだろうというふうに思っております。 

  

 今回はどうしても、できるだけ分かりやすいということを目標にしまして、 

 逆に増えてしまったところについては反省するべき点はあるかと思いますけれども、 

 ただ、おっしゃるとおり、全体の体系としてですね、もう少しスリム化をしていく、 

 それから考え方を整理していくということは必要だろうというふうに思ってます。 

 

 入院等においても、入院分科会の中で、将来的に少し長期的なその入院体系に合わせた形で 

 どういう評価をしていくっていうような研究なりも一部、進んでおるという状況でございますので、 

 そういうものを踏まえながら、また診療報酬体系、 

 「かなり時間をかけて」ということになると思いますけれども、 

 少しずつ進めていくべき内容だろうというふうに思っておるところでございます。  

 

 

 では吉森委員、お願いいたします。 
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 はい、2024年の働き方改革っていうエンドにあわせてですね、 

 やはりこの診療報酬体系も早急に検討の緒に就いていただきたいと強く要望したいと思います。  

 

 

 ほかいかがでございましょう。 

  

 （挙手なし） 

  

 では吉森委員、再度、お願いいたします。 

 

 

 はい、じゃ、個別の話でちょっと、ご質問とご意見ですけれども、12 ページ。 
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 12ページの「地域の救急医療体制における重要な機能を担う 医療機関に対する評価の新設」 

についての（３）なんですけれども。 

  

 「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」整備の要件、 

 これについて、③から⑤に計画に基づく取組の実施っていう要件があって、 

 医師の働き方改革推進に関する検討会で議論されている医師労働時間短縮計画の評価の在り方、 

 それと、このパラレルな取組であるというふうに考えていますけれども、 

 一方で、ちょっと側聞ですけれども、検討会での議論を見ていますと、 

 労働時間短縮計画やそれに基づく計画、 

 これが来年度当初からすぐスタートするというのが果たしてどうなのかっていう状況ということで、 

 非常に困難な状況じゃないかっていうのは、理解はできますけれども、 

 2024 年から医師の労働時間の上限規制がスタートすることを踏まえますと、 

 やはり早急な取組が必要であり、これは「言わずもがな」だと思ってますけれども、 

 今回改定において、この重点事項に位置付けて、報酬上も、今も議論ありましたけれども、 

 別立てで手当てするということもあるわけでございますから、 

 この、肝心の労働時間短縮計画に基づく計画の策定、 

 これがずれ込んでいきますと、その取組、 

 ここの③から⑤の取組についても大きな遅れが出るんじゃないかと懸念しておりますけれども、 

 この懸念を払拭するためには、 

 事務局、厚労省がいつまでに労働時間短縮計画や評価の在り方を明確に示して、 

 各医療機関がいつまでに計画を策定するのか、 

 その期限、これを明確にして対応する必要があるというふうに考えております。 

 そこで事務局、あるいは医政局において、このスケジュール感をどのようにお持ちなのか、 

 お考えを教えていただければと思います。  

  

  

 まず、保険局からいきますか？ 医政局？ じゃ、医政局、お願いいたします。 

 

 

 すいません、医政局でございます。 

 まず医師の働き方改革に関連して、先ほどご指摘がございました時短計画でございますけれども、 

 検討会の中で、もともと想定していたスケジュールでございますけれども、 

 これは時短計画義務化、医療機関から義務化というのは、 

もともと 2021 年度ということを想定をして検討してまいっております。 

 今回の診療報酬の措置につきましては、そこも、あらかじめ念頭に置いていただいて、 
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 可能な限り早期に医療機関の勤務環境の改善を図っていただくという観点から、 

 診療報酬上で評価をするにあたって、インセンティブを付けるという観点も含めまして、 

 来年度からの診療報酬改定で措置をされるというふうに、理解をいたしております。 

  

 評価機構等の在り方につきましては、 

 引き続き、医師の働き方改革推進に関する検討会、 

あるいは医療部会のほうで検討をいたしておりますけれども、 

 その中でも評価機構等につきましては、 

 2021 の時短計画の義務化を受けて、その取組を評価するということに、 

 2021 年度から実際の評価を行うというスケジュール感でもともと検討をされているということで、 

 検討しているという状況でございますので、従って、そのスケジュール感に沿った形で、 

 診療報酬上、この取組を促すための要件として、 

 このような取組が来年度から適用されるというふうに理解をいたしております。 

 

 

 では引き続き医療課長、お願いいたします。 

 

 

 はい、吉森委員ご指摘のとおりですね、先に診療報酬のほうが先に進むということでございますので、 

 いま現在ある中で、できるだけ、まず勤務医の負担軽減のための計画ということで、 

 病院内で、その負担軽減および処遇改善に関する計画をまず立てていただき、 

 進めておいていっていただくということを診療報酬では求めたいと思います。 

  

ただ、あわせて医政局のほうで出された、その時短計画の義務付けというようなものが規定、 

 内容が若干、例えば、プラスアルファになるというようなことがあれば、 

 さらにこの内容につきまして、そちらに組み替えるということを、 

 出た段階で各医療機関には求めるという前提で考えておるということでございます。  

 

 

 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した。イメージはよく分かりました。 
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 そもそも、この要件っていうか、この評価については勤務医の勤務環境が改善されて、 

 実際にその労働時間の短縮などの効果が図られることがより重要であるというふうに 

考えておりますし、 

 先日、公聴会でも意見がありましたけれども、 

 本来的には、一定の成果があった病院に限って評価することが適切ではないか 

というふうにも考えております。 

  

 今回の改定では、今のお話にもなるように、 

 具体的なアウトカム評価の要件化っていうのは、これからだって、 

 難しいっていうのは理解をしましたけれども、 

 2022 年の次回改定に向けて、今回改定によるこの効果を検証をしっかりしていただいて、 

 その結果も踏まえて、今後、アウトカムに基づく評価の導入についても、 

 議論、検討していくことが必要だというふうに考えております。 

 

 

 ほかいかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。 

 では、先が長そうな気がいたしますので、ここでいったん休憩を取らさせていただきます。 
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【質疑２】 

医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進 

 

 

 

 

 それでは、再開いたします。 

 次に、大きなローマ数字のⅢのうち、補足資料が提出されております、 

 重症度、医療・看護必要度関係「以外」について、（会場、笑い） 

 先に議論したいと存じます。  

 

 具体的には、ローマ数字のⅢの③④⑤を除く、残りの部分につきまして、 

 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。 

 では吉森委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。353ページ。 

 あ、失礼。330…… 

 回リハ病棟入院料の見直し、332 ページですか。 
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 これについてちょっと意見を言わせていただければと思います。 

 今回、入院料１および３の水準を引き上げるということで、ここに示されておりますんで、 

 これについては評価はできるもんだろうというふうに思ってますけれども。 

 前回議論の中で、入院料２・４・６に今回、実績指数が取り入れてないっていうのは 

非常に残念に思ってまして、 

 次回の改定に向けては、やはり２・４・６にも実績数値を入れ、階段状に評価をして、 

 全体的なこの整合性っていうのを確保した体系に、分かりやすい体系にするのか、 

 もう２・４を３・５に統合するということで、 

 やはり、きちんとこの回リハについての現場の取り扱いも含めて、 

 分かりやすい体系に抜本的に見直すことが必要だというふうに考えておりますので、 

 意見を言わせていただきたいというふうに思います。 

 

 

 ありがとうございました。では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 まあ、これも前回の議論の繰り返しになりますけども、 

 ２・４・６の所にですね、あまり厳しい要件を付けると地域によっては、 

 もう患者さんの行き場がなくなってしまうということも考えられますので、 

 ここについては慎重な検討が必要かと思っております。 
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 ほかいかがでございましょう。よろしゅうございますか。 

 それでは、ほかにご質問等もないようでございますので、 

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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【質疑３】 重症度、医療・看護必要度について 

 

 

 

 

 

 最後に、ローマ数字のⅢの③④⑤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。 

 では佐保委員、お願いいたします。 

 

 はい。③のですね、「評価項目及び判定基準の見直し」の部分で１点、質問があります。 

 改定案の「Ｃ項目」の評価期間がですね、 

 例えば、開腹手術だと前回改定時は２日間から４日間になっておりますが、 

 今回の案では、この開腹手術を含めて期間が延びているという状況であります。 

 この理由について、ちょっと分からないので教えていただきたいなと思ってます。 

 評価期間が延びることで、 

急性期の平均在院日数に影響が生じるのではないかなっていうふうに思っておりますので、 

 ちょっと理由を教えていただければと思います。お願いします。 
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 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 はい、今回ですね、この見直しに関しては、もともと手術項目等についてはですね、 

 入院がもともと、その手術を行っている患者さんのうち、 

 入院して行っている割合が９割以上の手術で、かつ基本的には２万点以上、 

 いわゆる結構複雑な手技を行うような手術を対象とするといったような形で 

今回、見直しをさせていただきました。 

 そうした場合にですね、 

 開頭手術、今までの開頭手術、開胸手術といったようなものと比較、 

 の、対象と比較しても、 

 基本的に、その、それらの手術を見ますと、平均の入院期間が結構長く、さらに、という状態です。 

  

 それを今回は中央値で切ってます。 

 ですので全員、全員の方が別にいると、平均在院日数ってなるんですが、 

 それの、いわゆる中央値ということ形で、 

 この入院期間を取っておるということでございます。 

 ですので、対象となる手術が変わったという基本的な考え方でございますので、 

 そういう形で、日数を設定させていただいておる、ということでございます。 

 

 

 よろしゅうございますか。ほかいかがでございましょう。 

 では猪口委員、お願いいたします。 

 

 この重症度、医療・看護必要度を、計算の方法を変えるということで、 

 かなり、それぞれの病院はソフトの入れ替えとかですね、 

計算が慣れるまでに相当の時間が必要だというふうに考えるんですが。  

 当然、経過措置は相当の期間というように理解していてよろしいでしょうか？ 

  

 

 では医療課長、お願いいたします。 
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 基本的には病院がですね、すぐに４月から対応できるというものでないことは 

十分承知をさせていただいておりまして、 

 必要な期間、経過措置、経過期間を設ける必要があるというふうに考えておるところでございます。 

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 では、重症度、医療・看護必要度の該当患者割合についても、もうよろしいでしょうか。 

 

 

 １月 15日の総会でも述べさせていただきましたけれども、 

 改めて何点か強調させていただきます。 

 まず急性期医療一般入院料（ママ）につきましては、前回改定で大きな改革が行われ、 

 現場に大変大きな影響を与えました。 

 

 支払側からは「これまでの改定で重症度、医療・看護必要度の引上げを行ってきたにもかかわらず、

その効果は限定的だった」というご意見がございましたけれども、 

 わずか７カ月間で急性期一般入院料１の届出が１万床も減少したという結果になっております。 

  

 さらに、「今後の高齢化や現役世代の人口が減少していくことも認識しておく必要がある」 

という意見もございましたけども、それはそのとおりでありますが、 

 そうした人口構造の変化に応じて急性期病床の在り方も自然な形で対応が進んでいくと思われます。 

  

 そうしたビジョンを持たずに診療報酬で先走って急性期病床の在り方を壊してしまっては、 

 高齢化社会の次の段階である多死社会を乗り切ることができなくなってしまうのではないでしょうか。 

  

 加えて、地域医療構想調整会議についても、 

 結果がなかなか見えてこないということでございましたけれども、 

 だからと言って、診療報酬の厳格化で医療提供体制を壊してしまったら、 

 地域住民の方々が望む医療の在り方について議論することさえできなくなってしまいます。 
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 それから、この該当患者割合についてですが、 

 「現在の入院料１から４までの基準値が１％刻みになっていてメリハリがないので 

入院料１の基準値を大きく引き上げた上で、１つひとつの階段の高さを大きくしてはどうか」 

という提案もありました。 

 しかし、われわれはそのグラフの見栄えを良くするために議論しているわけでありません。 

 また、段差を置けさえすればよいという、 

移行が進むというわけではないというふうに考えております。 

  

 前回改定でなだらかな階段をつくり、その効果を見極めるには 

内容の重さからしても中・長期的なスパンが必要になるはずのものであります。 

 しかし、その効果を見極めることもなく、すぐに戻すということではまさに朝令暮改であり、 

 前回改定で中医協で費やした議論や、その結果を受けて今後の対応を検討してきた 

医療機関の努力は果たして何だったのかということにもなりかねません。 

 

 また、入院料４につきましては、今回、「基準②」を除外した影響が色濃く出ております。 

 従いまして、入院料１の基準値から単に逆算をして、 

 入院料４の該当管理割合を決めるようなやり方はシミュレーション結果を無視した数値設定である 

と言わざるを得ず、 

 入院料４、それも特に 200 床未満の病院にあっては特段の配慮が必要になると考えております。 

  

 さらに、許可病床数 200床未満の医療機関への対応ですが、１月 15日のデータではですね、 

 200床以上の病院と大きな差がなかったとしても、 

 200床以上の病院と比べれば該当患者割合を算出する際の患者さん１人あたりの影響が大きくなる 

のは当然であります。 

 今回も評価項目や判定基準を見直すことに加えて、さらに該当患者割合も変更するのであれば、 

 混乱なく現場が、現場にですね、これが導入できるように、 

 しっかりとした経過措置を設けることは、これ、測定方法がⅠであってもⅡであっても 

必須の対応であると考えます。 

  

 加えて、入院基本料は前回改定で大きな改革を行ったばかりであり、 

 改定後、半年間は経過措置が設けられていたことからすると、 

 実質的に現行体制は１年半しか実施されておりません。 

 今回、経過措置が設けられたならば、２年も経たずに変更されることになりますので、 

 そういった意味では経過措置は 200 床未満の病院に限らず、広く必要であると言えますし、 

 200床未満の病院については、より一層の配慮が必要と考えます。 

  

 総じて申し上げますと、当然ながら入院基本料の施設基準は全国一律に求められている基準であって、 

 わが国のどんな地域であっても算定のためには最低限満たさなければならない基準であります。 
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 そうしたことを考えると、患者像に応じた効率的・効果的な医療資源の投入が理想的にできている 

医療機関だけが算定できるような数値にすべきではなく、 

 どのような地域であっても急性期医療を提供することが求められている医療機関であれば 

クリアできるような基準にしておく必要があります。 

 それが加算ではなく、あくまで基本料として評価されていることの意味だと思います。 

  

 資料上の数値だけを眺めていると、地域や現場の個別の実情を捨て去って、 

 抽象的な妥当性を追い求めてしまいがちでありますけれども、 

 ここで決めたことは全国の医療提供体制であったり、 

 また、地域住民の方々が受けられる医療にダイレクトに影響しますことから、 

 基本料に関する診療報酬上の基準はある程度、余裕を持った数値とする必要があることを、 

 当然のことでありますけども、改めて認識しておく必要があると考えます。 

 

 また、今回の改定では先ほどありましたけども、働き方改革の推進が大きなテーマとなっており、 

 それについては今、別の手当てを行うこととなりましたけれども 

 

 手厚い人員配置を評価することは、ある意味、最もベーシックな部分であり、 

 その算定要件を厳しくすることは、 

今の時代に求められている方向性とは違うようにも感じております。 

 

 総論としては以上ですけれども、具体的な入院料１と４の基準値につきましては、 

猪口委員から診療側の意見を述べさせていただきます。 

 

 

 では猪口委員、よろしくお願いいたします。 

 

 われわれ病院としましては、２年に１回の診療報酬改定で、この改定内容が多いとですね、 

本当にもう病院全体、右往左往するというようなことが起きるわけです。 

 そういうことができるだけないようにですね、 

 必要度Ⅰについては、やはりこの 27 から 28程度、これによってですね、 

 大きく変更がないというようなことをですね、お願いしたいと思います。  

 また、入院料の４ですが、ここもですね、入院料の４は非常にその上下の差がありますので、 

 ここはまあ 18 から 19 ぐらいでと、提案をさせていただきたいと思います。以上です 
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 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 続いて、その必要度のローマ数字のⅠとⅡの差のことでございますけども、 

 今、申し上げたような内容を考えると、 

やはり２ポイントの差を設けていただきたいというふうに思います。 

 

 それから、経過措置については十分な、 

 特に 200 床未満の病院については経過措置を十分に取っていただいて、 

 やはりこれもですね、２ポイント程度の差を設けていただきたいと思います。 

  

 また、（入院料）４のところは特にですね、 

 200床未満に限らず、非常に大変な所でございますので、 

 これについても十分な配慮が必要というふうに考えております。以上です 

 

 

 ありがとうございました。ほかいかがでございましょう。 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、支払側の意見は１月 15日に述べたとおりなんですが、改めて述べさせていただきます。 

 

 どちらかというと参考資料のほう、意見したいと思いますので、こちらで述べさせていただきます。 

 まず今、いろいろ松本委員からもご指摘いただいたんですが、 

 前回改定の教訓というものを改めて生かして、 

 今回、重症度、医療・看護必要度というのは設定しなきゃいけないというふうに思ってまして。 

  

 前回改定で何が行われたかと言うと、 

 ７対１と 10対１を統合・再編して、１から７までに分けたということで、 

 まず１つ言えることは、７対１っていうのが急性期を象徴するような病棟ではないというふうなこと、 

 急性期はもう１から７までの間で実績に応じて適切に配置するんだという意思が込められてつくった 

ものであるというふうなことがあるというところがまず１つあるということです。 
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 で、何が行われたかというと、 

 入院料１の重症度、医療・看護必要度の基準値の妥当性なんですが、 

 前回改定でＡ・Ｂ・Ｃ項目が見直されて「基準②」のようなことが入ったことによって、 

 どちらかというと、こう、上振れする方向で項目の見直しが行われたにもかかわらず、 

 これ、公益裁定になってしまったんですが、 

 最も高い山である入院料１の基準が 30％ということで、 

かなり低めに設定されたといったことが最大の要因になってるということが挙げられます。 

  

 そのため、入院料１から４までの基準値の差が３％しか差がないということで、 

 １から４までの各階段の基準値がもう１％刻みになってしまったということが最大の要因で、 

 転換しなかった理由も、この基準値を満たしてるからっていうのが 

もう 86％を占めてるというのが象徴的な理由だというふうに思います。 

  

 今回、そういった前回の教訓も踏まえれば、 

 この入院料１から４までの階段をもう少しメリハリを付けて幅広い階段をつくる必要がある 

ということを前回改定から学ばせていただいたと。 

  

 そもそも、その４つの山が必要かという議論もあるんですが、 

 この山を残すんであれば、入院料１から４のそれぞれの間隔っていうのは１％刻みじゃなくて、 

 われわれが考えるのは、少なくとも３％から４％ぐらいの階段の幅を設けるべきじゃないか 

というふうに思います。 

  

 そうなると、入院料１から４の差は各階段の差を３％にするんであれば９％。１から４までですね。 

 各階段の差を４％にするんであれば、12％の差を付けなきゃいけないということになるわけで、 

 そういうことを考えつつ、 

入院料１をどう取るかというふうなことを考えていかなきゃいけないんですが、 

 前回の改定で、７対１と 10 対１の山を統合・再編し、 

 実績に応じた適切な入院料を配置していくためには、 

もう７対１の病床をブランドのようなイメージから脱して、 

 患者の状態に適合した入院料を適正配置するという必要があって、 

 最も高い入院料１の基準を 35％に設定すれば、入院料４の基準値は約 10％低い 25％とすることで、 

 各山の間隔が３％から４％となって適切な間隔が得られるんじゃないかというふうに思います。 

  

 それから、参考資料の５ページにありますとおり、 

 25パーセントタイルでは入院料の１を 30％として、 

 入院料４を 23％までにすると間隔は７％になって、 

 ４つの山の間隔が２％程度しか確保できないということになって、 

 入院料４の基準値を相当低くするということになるので、これは適切ではないというふうに思います。 
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 今、猪口委員のほうから提案がありました、 

 （入院料）１を 27 から 28、（入院料）４を 18にするというふうなご提案なんですが、 

 これをもし採用するとすると、参考資料の５ページの所を見ていただければ分かるんですが、 

 かなり低いパーセンタイルを取るということになるんじゃないかということで、 

 例えば、５ページ、参考資料の５ページを見ていただきますと。 

  

 

  

 27から 28を１っていうことであれば、まさに 10パーセントタイル値にはまるわけで、 

 入院料４も今、18％程度とおっしゃったんであれば、 

 これも 10 パーセントタイル値を取るということになるんで、 

 これ、差は付けてるんですけど、これではあまりにも、ちょっと低すぎるんじゃないかと。 

 最低でも 25パーセントタイル値以上を付けないと、 

 このシュミレーションに沿った改定にならないんじゃないかということで、 

 この値はちょっと理屈が通らないんじゃないかなというふうに思いますんで、 

 われわれ考えてんのは、25 パーセントタイル値から 50パーセントタイル値を参考に 

今、しゃべってるんですが、そこにちょっと意見の相違があるんですけど、 

 この 10パーセントタイル値を取るっていうのは、ちょっと違うんじゃないかなあということで、 

言わせていただきます。 
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 それから論点にあるんで、ⅠとⅡの差なんですが、やはり少し、測定のⅠとⅡですね、 

 測定ⅠとⅡを比較すると、Ⅱが若干低く出てるっていうなところもあったり、 

 あるいは、今後はⅡで測定していくっていうことを、促進していくインセンティブも考慮すれば、 

 ⅠとⅡの差については１％程度の差を付けるというのが妥当ではないかなというふうに思います。 

  

 それから参考資料の論点の 200 床未満の医療機関については、 

 ５ページの資料によれば、測定Ⅰについてはそんなに相違がなくて、 

 測定Ⅱの場合、少し低めに出てるというふうなことも考えれば、 

 入院料２・３の基準値について、１％程度の経過措置を設けてもいいんじゃないか 

というふうに思います。 

 今の２号（診療）側の意見に対しての、われわれの見解は以上でございます。 

 

 

 ありがとうございました。 

 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す。 

 今、幸野委員のご発言の中で２点、ちょっと違和感を感じたことがありまして。 

  

 １つは、１号（支払）側としては 25 パーセントタイルから 50パーセントタイルを考えてっていう、 

こういうお話がございましたけれども。 

  

 参考資料……。 

 前回も申し上げたんですけども、14 ページの参考資料を見ますとですね、 

 35％に入院料の１を設定すると、これ 75 パーセントタイル、 

 75％ぐらいの病院がですね、基準から外れるということでですね、 

 ご提案の趣旨とちょっと違ってるのかなっていうふうに感じました。 

  

 それともう１つはですね、その１から４の間の階段の幅が狭すぎると。 

 これはもう少し広げた方がいいって、それはそれで、合理的なご発言だとは思いますけど、 

 だから１をうんと高くするんだっていうところに合理性があるのかっていうことだと思います。 

 階段を付けるっていう話と、入院料の１を高く設定するっていうことはこれ、イコールではないので、 

 猪口先生からおっしゃったような形でも階段の幅は広がるわけです。 
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 一番の問題はやっぱり、今、申し上げたように、 

 その 35％が 75パーセントタイルになるということについてのですね、 

 前回の改定から比べてですね、極端な数字の上がり方になりますので、 

 ここは十分、考えていくべきじゃないかというふうに思っております。 

 

 

 では猪口委員、お願いいたします。 

 

 簡単に、その 75パーセントタイルとか 50 パーセントタイルっていう話が出てるんですけど、 

 それって、われわれの運営にとってはですね、 

 今は特に、急性期はもう非常に病院の運営が苦しい中で、 

 こう、２年に１回ですね、例えば……。 

  

 確かに、10パーセントタイルぐらいで私は数字は言わさせていただきましたけども、 

 それでも 10％の病院は落ちちゃうかもしれないわけですね。 

  

 もう今は、50 パーセントタイルって、50％の病院がね、請求できなくなるっていうことは、 

 本当にもう死活問題になってしまうんです、病院とってみては。 

  

 だから、そういうような大きい動かし方をね、やっぱり２年に１回すべきではないと思います。 

 もうやっぱり安定的な病院の運営をですね、われわれは望んでいるし、 

効率的な運営を望んでますので、 

ぜひ、そこのところはですね、大きい変更があるような数字はですね、 

取らないようにしていただきたいというふうに考えております。 

 

 

 では城守委員、お願いいたします。 

 

 ありがとうございます。まあ、この重症度、医療・看護必要度のですね、その基準という、 

まあ、話なわけですが。 

 そもそもですね、この、まあ、重症度、医療・看護必要度というものが、なぜ必要なのか 

ということに関しては……。 

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


 

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

 すいません。 

  

  

 すいません、ちょっと。えーとですね……。 

  

 

 

 まあ、なぜ必要なのかと思うとに関しては、これはその病院のですね、 

 医療機能を分化していくための１つの指標として、これは策定をされたわけですよね。 

 で、ところが実際、この重症度、医療・看護必要度というものを規定して、 

 それで、まあ、その、病院の、病床のですね、 

 医療機能というものを、まあ、測っていこうとしたら、結果、２年に１回ですね、 

その内容を改定せざるを得ない。今回もまあそうです。 

 これ、どういうことを意味してるかというと、 

 実際の病院において、その医療機能というものをですね、正確に規定するということ、 

 そして規定したそのものを評価するということがどれだけ、まあ、難しいかということを、 

まあこれ、表しているというふうに見て取れるわけですよ。 

 ですから、そういう意味においては、まあ、１つの指標にはなってますけども、 

 正確に、その医療の機能というものを全て表してるというものではないということを、 

 ここでやはり、みな、十分、認識、やっぱりするべきだろうと思います。 

 その中において、先ほどから、まあ、診療側からですね、27、8％とか、 

 １号（支払）側から 35 パーセントタイル（ママ）という話が出ておりますが、 

 これもですね、基本的には数字を合わせるということ以外、何も根拠がございません。 

 しかし実際、先ほど猪口委員がおっしゃったように、医療の現場っていうのはですね、 
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 現状、カツカツの状態でやってるという中において、 

 本当にその医療機能が正確に表されているかどうか分からない指標に対して激変をする 

ということはですね、現状の医療の提供体制というものを非常に、要するに壊す可能性が高い。 

 ですので、われわれが提示している数字という根拠というのはですね、 

 大きな激変をしないようにしていきながら、 

 また２年度の、次年度の改定で検証せざるを得ないような制度だという認識だから、 

 そういう発言をしてるわけでございます。 

 ですから、そのあたりをご理解いただければというふうに思います。以上です。 

 

 

 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。 

 先生たちがおっしゃってることも理解できないわけではないんですけれども、 

 今、われわれが申し上げているように、 

 入院料１から……、 

  

 まあ、１がその、高い水準であるなら、 

 そこで落ちてしまったら大変だっていうご発言ですけれども、 

 だから必死に頑張ってるってのはよく理解をできますけれども、 

 いわゆる入院患者さんの実態に応じて、その提供体制をしっかりやっていただいて、 

 医療の評価を果たしていただくということでの評価っていうことで、 

 パーセンテージという水準があって、 

 それが入院料１、これが７対１の、いわゆる職員配置だと。 

 その２・３というの、あるわけなんで、全く落ちてしまうわけじゃなくって、 

 そういう患者実態に合わせて、きちっとした体制を取るのが非常に困難な、 

パーセンテージ的に困難であれば２に行く、３に行くっていう階段を設けたっていうふうに 

理解をしておりますんで。 

 ２・３に行くということなら、果たしてその１から落ちるっていうことに、 

 これがどれくらいの意味合いがあるのか。 

 事務的に負担感があって非常に大変だと。応需体制、医療体制を整備するのが大変だっていう、 

 その実効性の問題は非常に理解はできますけれども、 

 この評価の体系の中で入院料１、入院料２、入院料３・４を取るということについての在り方に、 

 そんなにまあ、変な言い方ですけれども、点数もそれなりに、こう、配分されてる。 

 この「それなり」が非常に問題かって言われると、ここを見直さないといけないんでしょうけれども、 
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 そういう意味では、この基準としてあって、 

 やはり入院料１っていうのは患者実態に応じて、 

しっかり頑張っていただいている病院は評価されるべきだと思います。 

 しっかり頑張ってる水準が高いのか、低いのかっていう議論だというふうに理解しておりますんで、 

 そこのところの考え方をどう考えるかっていうのがⅠとⅡの、 

 １号（支払）側と２号（診療）側の捉え方の違いだっていうふうに私は思っております。 

 ですから、決して、その、高いからとか、落ちてしまえとか、 

 そういう話ではないと思いますんで、 

 しっかりと２・３へ行っていただいて、役割を果たしていただくっていう体系にするっていうのは、 

 前回 30年改定でやった話じゃないかなというふうに思ってます。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。私も、いわゆる前回の改定の意味なんですけど、 

 やはり、７対１っていうのは前回改定までは、この急性期の象徴の病棟のように扱われてきて、 

 そこから 10対１に落ちるのは崖から落ちるみたいな、そういった表現も使われておりましたが、 

 その、前回改定の意味っていうのは、もうそういう概念を払拭して、 

 急性期の病棟っていうのは患者像に応じた、 

 実績に応じて１から７に適正に配分していこうというのが趣旨であって、 

 ７対１を象徴的に残して、それ以外は 10 対１に……。 

 違いを付けるということも、そういった概念を払拭しようということで、 

 たぶん統合・再編が行われたんで、 

 ７対１っていう入院料１っていうのは、その、 

１から７までの一番高い山という概念で捉えていただきたいというふうに思ってて、 

 その高い山から２・３に移行するっていうことは、 

 それは患者像に応じた病院の機能を意味するものだということで、 

 どうも、先生方の意見を聞いてると、やはり、この、今でも７対１っていうのは、 

 急性期病床のブランドみたいな概念があるんですが、 

 われわれからしてみれば、もうそういう概念は払拭して、 

 急性期っていうのは患者像に応じた１から７までの機能を持ってるものだというふうなことで、 

 重症度、医療・看護必要度も考えていく必要があるんじゃないかというふうに思ってます。 

 前回改定っていうのは、そういう意味を持った改定だというふうに思ってますんで、例えば、 

50 パーセントタイル値でいくと６割、７割が落ちていくというふうな発言もなされたんですが、 

 これは適正な所に配置されるんであれば、別に７対１からそれぐらいの移行があっても、 
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 それが２になって、３になっても、これは別におかしくないことじゃないかな 

というふうに思いますんで、ちょっとその違いを発言させていただきました。 

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 先ほど幸野委員がおっしゃったように、患者像を考えてっていうことになりますと、 

 結局、重症度の、この医療・看護必要度のパーセンテージが上がれば上がるほど、 

 それだけのですね、やはり手厚い医療・看護が必要になるわけですよね。 

 そうすると、結局、入院料そのものが全く、変えてない中で、 

やっぱりこの、厳しくだけするとですね、 

 それは、その体制の中で、どのような人員を投入するのかって話になるので、 

 やはりここはですね、そこを考えていただかないと、 

 全く同じ点数で、それだけの厳しいことをしなきゃいけないとなると、 

 それは病院はやっていけないわけです。 

 そこのところはご理解を賜りたいと思いますし、 

 あくまで、われわれとしては激変的な措置をするとですね、 

 これは医療提供体制を壊すことになりますので、 

 そこのところはしっかりとしたご認識を持っていただきたいなというふうに切に思います。以上です。 

 

 

 ほかいかがでございましょう。 

 では佐保委員、お願いいたします。 

 

 すみません、パーセンテージに関係ないところで話をしてもいいですか？ 

 経過措置について発言したいと思います。 

 重症度、医療・看護必要度の見直しについては、 

医療現場に与える影響が大きいというふうに思っております。 

 看護職員の配置基準が変わることで、現に雇用されている者、採用予定の者への影響を考えると、 

 急激な変化っていうのは働く者への影響が大きいというふうに考えております。 

 ソフトランディングが必要じゃないかというふうに考えております。 

 ７対１から 10 対１になった場合に、看護職員の配置転換、 
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それから採用中止といったことも考えられると思います。 

 今回の改定案では経過措置が示されておりますが、 

 一定の経過措置を設けることについては前回同様に必要と考えております。以上です。 

 

 

 ありがとうございました。 

 ほか、いかがでございましょう。 

  

 これで、あの、まとまらないままですけれども、 

議論が尽きたと考えてよろしゅうございますでしょうか？ 

 

  

 

 

 ご議論いただいたところではございますけれども、 

 お聞きのように両側の意見の隔たりが大きくて、このまま議論を続けましても、 

一般病床（ママ）の重症度、医療・看護必要度に関わる該当患者割合の基準値については、 

 なかなか合意に至らないのではないかと思うところでございます。 

 本来であれば、両側で合意していただくのが望ましいのでございますけれども、 

 改定の議論も大詰めであり、結論を出す時期がまさに迫っているところでございます。 

 そのため、慣例ではございますけれども、両側から付託をいただければ、これまでの論点をまとめて、 

 公益委員の案を提示させていただきたいと思いますけれども、よろしゅうございますでしょうか。 

 １号（支払）側、よろしゅうございますか。 

 ２号（診療）側、よろしゅうございますか。 
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 ありがとうございます。 

 それでは、公益委員の案を作成しますので、暫時休憩でございます。  
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公益委員案の提示 

 

 

 

 

 （公益委員が入室） 

 

 事務局でございます。議事の再開となります。 

 失礼いたしました。５分後をめどに再開となります。 

 

 

 

 それでは、議事のほうを再開いたします。 

 公益委員で議論を行い、案を作成いたしましたので、これより配布いたします。 

 事務局、配布のほうをよろしくお願いいたします。 

 

 （委員のみ配布中） 
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 よろしゅうございますか。 

 それでは、公益委員の案をご説明申し上げます。 

  

 

 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に関わる該当患者割合の基準値について 

  

 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に関わる該当患者割合の基準値について、 

 公益委員の考えは以下のとおりである。 

  

 １．今回改定においては、入院患者の状態に応じた適切な評価を行う観点から、 

 重症度、医療・看護必要度の評価項目や判定基準について、 

 急性期入院医療の必要性に応じた見直しを行うことが検討され、 

 これについては一定の合意が得られている。 

  

 ２．他方、急性期一般入院基本料の重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の基準値については、 

  

 １号側からは、重症度、医療・看護必要度における急性期一般入院料１の基準値は、 

現行の水準（Ⅰ＝30％、Ⅱ＝25％）から、 

 それぞれ 35％、34％に引き上げ、急性期一般入院料２及び３への機能分化を促進すべきという意見 

があった。 

 また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準については、Ⅰより１％程度低くすべきとの意見があった。 

  

 ２号側からは、基準値の変更が医療機関に与える影響は極めて大きいことから、 
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 重症度、医療・看護必要度Ⅰにおける急性期一般入院料１の基準値は 27％又は 28％に、 

 急性期一般入院料４の基準値は 18％又は 19％にすべきであり、 

 許可病床数 200床未満の医療機関を含め、実態に十分に配慮して基準値を設定すべきという意見 

があった。 

 また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準については、Ⅰより２％程度低くすべきとの意見があった。 
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 ３．今回の評価項目や判定基準の見直しのシミュレーションによると、 

 特に急性期一般入院料４における重症度、医療・看護必要度Ⅰの該当患者割合の変動が大きく、 

 基準値を現行の水準とした場合、相当数の医療機関が施設基準を満たさなくなることが想定される。 

 これにより地域の医療提供体制に過大な影響を及ぼすことがないよう、 

 急性期一般入院料４の基準値は、実態を踏まえた適切な水準とする必要がある。 

  

 

 

 ４．一方で、急性期一般入院料１から、急性期一般入院料２及び３への適切な機能分化を促すことは 

重要であり、 

 そのためには該当患者割合の一時的かつ比較的小さな変動（例えば、基準値の１割未満）によって、 

 該当する入院料の区分が変わることがないよう、各入院料の基準値に一定の間隔を設けるべきである。 

  

 ５．また、入院患者の評価に係る医療従事者の負担軽減や、長期的に安定した判断を可能とする観点 

から、診療実績データに基づく判定方法である重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いていくことが 

より適切であり、 

 基準値の設定に当たっては、重症度、医療・看護必要度Ⅱを先に設定することが適当である。 

 しかしながら、現在、重症度、医療・看護必要度Ⅱの届出医療機関は限定的であるため、 

 今回は重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準値を先に設定する。 

  

 ６．以上から、重症度、医療・看護必要度Ⅰの該当患者割合の基準値について、 

 急性期一般入院料４を 22％とし、 

 そこから一定の間隔をおいて急性期一般入院料１～３を設定し、急性期一般入院料１を 31％とする。 

 また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準値については、 

 医療機関の実態や、Ⅱの活用をさらに推進していく観点も踏まえ、 

 Ⅰの基準値よりも低くなるよう一定の差を設けることとする。 
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 で、表の所は、それによって設定した数字でございます。で、ここは割愛させていただきます。 

 

 ７．本日関連資料の提示された、急性期一般入院料５及び６並びに特定機能病院入院基本料（７対１） 

等の入院料や、その他の加算等の施設基準における該当患者割合については、 

 同様の考え方に基づき、適切に定めることとする。 

  

 ８．経過期間（ママ）については、前回改定時と同様に、 

 許可病床数 200床未満の医療機関について必要と考えるが、 

 特に、地域の医療提供体制に過大な影響を及ぼすことがないよう、 

 急性期一般入院料４に配慮することとする。 

  

 ９．今後、今回改定の影響を調査・検証し、急性期一般入院基本料の適切な評価の在り方について、 

 次期診療報酬改定に向けて引き続き検討を行うこととする。 
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 以上でございます。 

 では、両側から何かご発言があれば、お願いいたします。 

 では１号（支払）側、よろしくお願いいたします。  

 

 

 はい、あの、公益裁定でありますので、これに従いたいと思います。特にありません。 

 

 

 では２号（診療）側、お願いいたします。 

 

 

 診療側として、了承いたします。 

 

 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、本案を合意案とさせていただきます。 

  

 本日の議題は以上でございます。 

 なお、次回の日程につきましては、 

 追って事務局より連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の総会はこれにて閉会といたします。 

 どうもご参集ありがとうございました。 

  

 （散会） 
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