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医療制度改革の概要と 
平成18年度診療・介護報酬同時改定の 
論点整理
平成18年度は，医療制度改革，改正介護保険の施行など，中堅病院にとってはインパクトの大きい年となりそうだ。 
中堅病院の置かれている状況は決して恵まれた状態とは言えず，
中堅病院としての勝ち組になるための医療制度改革の概要をしっかり理解することが重要だ。

小竹敦司
医業経営コンサルタント／日本光電工業株式会社

事業戦略開発チーム　リーダー

はじめに
　2005年10月19日，厚生労働省か

ら「医療制度構造改革試案」が示

された。ご存じのように，これま

での日本の医療提供体制は世界最

長の平均寿命，健康寿命をもたら

し，高い保険医療水準を実現して

きた。しかしながら，急激な少子

高齢化，経済の低成長への移行，

国民の生活や意識の変化などの大

きな環境変化に直面しており，医

療提供体制を下支えしてきた国民

皆保険制度の継続が難しい状況に

ある。

　医療制度構造改革では，日本の

高い保健医療水準を保ちながら，

医療費の適正化と医療提供体制の

機能分化の推進を目指している。

医療機関にとっては，どんな機能

を提供していくか，スピードを

伴って選択を迫られるケースが増

えそうだ。自院の有する機能を再

構成し，採算部門には投資を行う

など強化をすると共に，非採算部

門は場合によっては機能転換を行

うなど，新しい活路を求める必要

が出てくるだろう。

　2006年４月の診療・介護報酬同

時改定は，初の官邸主導による政

策決定となったが，当然のことな

がら医療制度改革の「流れ」の一

部である。今回の改定率はマイナ

ス3.16％であり，一般病院の平均

収支率が1.1％（医療法人の平均，

厚生労働省，第15回医療経済実態

調査，2005年６月実施）であるこ

とを鑑みると，これを上回る医療

費の引き下げは死活問題である。

しかしながら，目の前の点数改定

に一喜一憂するのではなく，医療

提供体制の変化の「流れ」を見極

め，長期的な視野で自院が生き

残っていく戦略を練る時期が来た

と言えよう。

日本の医療提供体制の 
国際比較
　日本の医療のアウトカムとして

は，平均寿命（男性76.7歳，女性

82.8歳）・健康寿命（男性71.9歳，女

性77.2歳）は共に世界第１位（1998

年UNDP，2000年THE WORLD 

HEALTH REPORT）である。ま

た，医療の質に関するランキング

（2000年WHO）でも世界第１位と

なっている（ちなみに，アメリカ

は15位，ドイツは14位）。しかし

ながら医療財政が逼
ひっ

迫
ぱく

し，改革の

必要があることは明らかである

が，この高い保険医療水準を実現

してきた日本の医療提供体制につ

いて触れておきたい。

　病床数・看護職員数・病床当た

りの看護職員数の国際比較（表１）

を見ると，日本は資本集約的と判

断することができる。特に国際比

較を見て特徴的なことは，病床数

が多すぎることだ。これは1973年

に施行された老人医療費無料化な

どが背景として挙げられるが，病

床数が増えることで，病床を埋め

るための社会的入院などにより平

均在院日数は延び続けた。ここに

は改革の余地がありそうだ。医療

費適正化の柱の一つに平均在院日
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数の短縮があるが，これによって

病床数の総数を圧縮・適正化する

目的も大きい。

医療制度構造改革試案の
要点整理
１）医療費の伸びの抑制
　2004年５月の「社会保障の給付

と負担の見通し」に即しつつ，起

算点を2006年度概算要求とし，仮

に制度改正なしでこのまま推移す

ると，2025年には医療費は56兆円

（対国民所得比10.5％）まで増え

ると推計される。対して，経済財

政諮問会議民間議員提案で，経済

の規模に応じて医療費を適正化す

る考え方に基づいて試算すると，

2025年度において医療給付費は42

兆円となる。試案では，この両者

の中間を目指すこととなり，2025

年に49兆円を目標数値としている

（図１）。

２）生活習慣病の予防
　生活習慣病は，国民医療費の約

３割（2003年度，10.2兆円）を占

め，死亡数割合は約６割（2003年

●表１　医療提供体制の国際比較
病床数

人口1,000人当たり
1996年

看護職員数
人口1,000人当たり
1994 ～ 1995年

病床当たりの看護職員数
病床100床当たり
1995 ～ 1996年

日本

ドイツ

フランス

アメリカ

7.4
9.0
5.9
8.1

13.2
9.6
8.7
4.1

41.8
92.9
66.3
197.0

●図１　医療費適正化の効果

注１）医療給付費の（　）内は対国民所得費。【　】内は対GDP比。GDPの伸び率は，2006年2.1％，2007年2.4％，2008年2.8％，
2009～ 2010年1.9％，2011年以降1.6％として推計。

注２）「現行制度」は，2006年度概算要求を起算点とし，2004年５月の「社会保障の給付と負担の見通し」に即して推計したもの。

医
療
給
付
費

2025年度2015年度2006年度

①

0.8兆

1.3兆

3.2兆

4.0兆

3.7兆

4.9兆

② ③

【各方面からの提案】
①前期・後期とも高齢者の患者負担２割
②保険免責制（外来１回当たり1,000円）の創設
③診療報酬の伸びの抑制（合計▲10％）

「現行制度」
56兆円

（10.5％）
【7.7％】

49兆円
（9.1％）
【6.7％】

37兆円
（8.1％）
【6.0％】

23.3兆円
（7.3％）
【5.4％】

① ② ③

35兆円
（7.7％）
【5.7％】

経済財政諮問会議
民間議員提案

42兆円
（7.8％）
【5.8％】

「現行制度」
40兆円
（8.7％）
【6.4％】
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度，61.0％）を占める。１人当た

り老人医療費は若人の５倍となっ

ているが，この要因として生活習

慣病の罹患率が高いことが挙げら

れ，結果として医療費を押し上げ

ていることがわかる。

　生活習慣病対策の要点は，高血

糖，高血圧，高脂血および内臓脂

肪型肥満といった「生活習慣病危

険因子」の保有者を減らすことで

ある。そのため，網羅的な検診を

実施することで効率的にハイリス

クグループを抽出すること，そし

て抽出された者に対し保健指導を

確実に提供（主体は保険者）する

ことの２つの施策によって，本人

の自主的な行動変容に結びつける

ことを目指す。結果として健康寿

命の延伸と医療費の伸びの抑制に

至ると考えられるが，事業の推進

に当たっては保険者が主体となっ

て取り組むこととされており，保

険者と地域が連携した一貫した健

康づくりの普及啓発活動に関して

は地域差が生じそうだ。

３）平均在院日数の短縮
　平均在院日数の長さ（表２）は，

日本の医療提供体制の特異性を如

実に表している。前述の病床数の

多さに起因するものであるが，2003

年の日本の平均在院日数は36.4日

と，アメリカやイギリスの約５

倍，ドイツやフランスの約３倍と

なっている。

　平均在院日数は都道府県によっ

てばらつきがあるが，試案では全

国平均36.4日と最短（長野県）の

27日（計画策定時）との差を半分

に縮小することを目標としてい

る。ここで，具体的な対策として

注目されているのが，地域連携ク

リティカルパス（以下，連携パス）

である。これは，脳卒中対策，糖

尿病対策，がん対策などの主要事

業ごとに，地域における医療連携

体制を構築し，その地域内では，

各医療機関が患者に対し治療開始

から終了までの全体的な治療計画

（連携パス）を共有すると共に，

在宅医療までを一つの連続性を

持って提供するというものであ

る。中堅病院においては，自院が

連携パスの中でどの機能を提供し

ていくか，機能配分の選択を迫ら

れることとなるだろう。

●表２　平均在院日数の国際比較

1985年 1995年 2003年1990年

日本

アメリカ

イギリス

ドイツ

フランス

50.5

9.1

15.7

17.2

15.1

54.2

9.1

16.2

17.4

18.1

44.2

7.8

10.2

14.2

14.1

36.4

 6.5

 7.6

10.9（2002年）

13.4

注）対象病床は以下のとおり
　日本：全病院の病床
　アメリカ：American Hospital Associationに登録されている全病院の病床
　イギリス：NHSの全病床（長期病床は除く）
　ドイツ：急性期病床，精神病床，予防治療施設およびリハビリテーション施設の病床（ナーシングホームの病床を除く）
　フランス：急性期病床，長期病床，精神病床，その他の病床
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４）その他のトピックス
　医療制度構造改革試案の柱とし

ては，医療費の伸びの抑制，生活

習慣病を中心とした疾病予防の重

視，平均在院日数の短縮（機能分

化・連携）の３本であると言え

る。さらにトピックを挙げるとす

れば，医療保険者の再編統合（都

道府県）と高齢者医療制度の創設

（市町村）であろう。このことは，

医療政策の一部を地方へ委譲する

ことにほかならない。

　都道府県は，生活習慣病の患

者・予備群の減少率や平均在院日

数の短縮日数などについて，適正

化計画の策定・実施・検証を行

い，実施強化や実績評価を行うと

明示されている。また機能分化の

推進に関しては，国による診療報

酬体系の見直しや必要な財政措置

の後押しを受けて，適正化計画を

達成するため，地域別医療提供体

制の構築へ向けた病床転換の推進

支援を講ずるとしている。さらに

保険者には，生活習慣病を中心と

した疾病予防に着目した検診・保

健指導の事業について，目標を立

てて実施することを義務づけてお

り，地域ごとに取り組みに格差が

出てくることは必至だ。

　政策目標の実施状況を踏まえ，

都道府県・医療保険者の費用負担

の特例や都道府県ごとの特例的な

診療報酬の設定などの実績評価措

置を講ずるなど，事実上の地域別

医療提供体制が確立することにな

りそうだ。

平成18年度 
診療・介護報酬 
同時改定のポイント
　2006年４月の診療・介護報酬同

時改定は，官邸主導による政策決

定となったが，改定率はマイナス

3.16％となっている。前述のよう

に，一般病院の平均収支率を大き

く上回るマイナス改定であり，多

くの医療機関にとって死活問題で

ある。

　今回の改定は，医療制度改革の

「流れ」の中で，医療・介護の位

置づけを明確に，連続性を持って

再構築し，全体の医療提供体制を

整備することも目的の一つであ

り，医療と介護の機能分担と連携

強化をキーワードに，地域での包

括的・継続的なマネジメントを目

指すことが必要とされる。

　なかでも機能の重複する療養病

床には，介護保険対象の「介護型」

（13万床）と医療保険対象の「医

療型」（25万床）があるが，厚生

労働省は2012年度から介護型を廃

止して医療型に一本化し，病床数

も現在の38万床から15万床に減ら

す方針を示している。削減する23

万床はリハビリテーション中心の

老人保健施設，有料老人ホームな

どの居住系施設，在宅に転換を促

すとしている。

　介護報酬に関しては，2005年10

月の改正で施設居住費と食費が保

険給付から外されたことを受けて

赤字施設が急増している状況の

下，全体としてはマイナス0.5％

の改定率となった。なかでも，在

宅介護における中重度に関しては

平均プラス４％の改定となり，小

規模多機能型居宅介護の24時間体

制・夜間対応型訪問介護など，地

域密着型サービスの医療提供体制

に果たす介護の役割，医療との機

能分担がより明確に示された。

　本稿執筆時点では詳細について

明らかになっていないが，医療に

与える影響についてポイントを整

理したい。

１） 初診料の病院・診療所
格差是正

　病院・診療所の初診料格差が是

正され，270点に統一された。再

診料についても病院で10円，診療
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所で20円の引き下げとなった。例

えば１日の患者数が100人程度の

診療所では，年間約100万円程度

の減収が見込まれる。初診料・再

診料はすべての診療所において共

通するばかりか，事実上の「技術

料」の引き下げととらえることが

できる改定として大きな意味を持

つと考えられる。継続管理加算や

一部の生体検査判断料が廃止され

た一方で，ウイルス疾患指導料な

ど重症化予防の観点での指導管理

料が新設されるなど，「技術料」

に相当する部分でもメリハリのあ

る改定となった。

２）DPCの拡充
　DPC試行導入から３年が経過

して，参加病院も特定機能病院，

試行的適用病院，DPC準備病院

を合わせて，約370病院が適用対

象となる見込みである。仮に急性

期の平均在院日数が７日となれ

ば，必要な病床は約20万床とな

り，このDPC対象病院の有する

病床だけでまかなえる計算とな

る。仮に14日まで引き戻しても40

万床止まりとなり，この計算でい

くとDPC対象病院以外の病院が

急性期病院として存続する余地は

なくなるか，あってもごくわずか

ということになる。急性期を志向

する病院にとっては，DPCへの

対応は必須の条件となることが予

想される。

　DRG/PPSのような一入院当た

りのすべての支払いを包括化する

方式では，在院日数短縮がすなわ

ち利益となり，全体として在院日

数が短縮するが，DPCのように

出来高報酬と段階的一日包括診療

報酬の組み合わせでは，推奨平均

在院日数に近づけることが最大収

入となるため，短期的な在院日数

短縮効果は望めないと見られる。

現状のDPC病院では押し並べて

平均在院日数の減少が見られる

が，減少原因は手術前日数の短縮

が主な要因で，手術後日数に変化

は見られていない。

　収入面では，推奨平均在院日数

を達成できる病院では増収増益効

果が期待できるが，コスト把握な

どの経営管理が必須となる。ま

た，検査などを外来に切り離すこ

とで増収増益効果を得る従来の裏

技も，前年度の出来高報酬を下回

らない「調整係数」の関係からは

諸刃の剣となり，長期的には減収

となる。

　DPCは，急性期医療の最低条件

となることは前述のとおりである。

これから検討する中堅病院におい

ては，対応のためのシステム導入

などコスト投入に関する検討は必

要であるが，それ以上に競争が激

化する急性期医療の中で勝ち残っ

ていく医療資源があるかどうかを

検討することが最優先となる。

３） 慢性期入院医療の 
包括評価

　おそらく今回の改定内容の中

で，もっともインパクトがあると

考えられるのが，慢性期入院医療

の包括評価（表３），いわゆる日

本版RUGである。医療の必要性

による区分およびADLの状況に

よる区分並びに，認知機能障害加

算に基づく患者分類を用いた評価

が導入される。医療の必要性の高

い患者に係る医療については評価

を引き上げ，必要性の低い患者に

係る医療については引き下げるこ

ととなった。自院の療養病床の入

院患者がどの分類に分布している

か，少なくとも過去３ヵ月のデー

タを確認することをお勧めする。

　現在の療養病床入院患者の50.2％

を占める医療区分１では，現行の

1,209点と比べ最大で4,450円の引

き下げとなった。同じ医療区分で

も，ADL区分によってそれぞれ
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看護工数や使用物品など，つまり

「コスト」に差が発生することか

ら，医療資源の投入状況の把握

（コスト把握や工数分析など）が

必須となるだろう。

４）連携パス
　連携パスは，地域における医療

連携体制を構築し，各医療機関が

患者に対し治療開始から終了まで

の全体的な治療計画を共有し，在

宅医療までを一つの連続性を持っ

て提供するためのツールで，今回

の改定で地域連携診療計画管理

料，地域連携診療計画退院時指導

料（共に1,500点）として点数化

された。

　こうしたパスを導入すること

で，医療機関ごとに異なる退院な

どの基準が適正化され，参加する

病院の平均在院日数短縮を目指

す。従来の紹介加算や紹介率によ

る入院加算が廃止されたことで，

医療施設の個々のつながりから，

地域での面でのつながりへと連携

体制は変化しつつある。今後は一

つの医療機関で治療が完結するの

ではなく，地域全体の連携によっ

て医療提供を行うこととなり，医

療機関にとってはどの機能を担っ

ていくのかを明確に取捨選択する

ことが生き残りのための唯一の戦

略であると言える。

　現状では，回復期の病院が少な

いなどの理由で，すべての地域で

の連携は難しいとする見方もある

が，逆に地域で不足する機能に病

床機能転換を行うなど，医療機関

の生き残りの機会は残されている

と考えられる。

中堅病院の対応
　医療機関を取り巻く環境が激変

し，「まだ何とかなる」と楽観視

していた時代は終わりを迎えた。

自院の持つ医療資源を再把握し，

どのような機能を組み合わせて提

供していくか，医療機関は選択を

迫られている。場合によっては機

能転換を迫られる場合もあるだろ

う。

　医療提供の機能を選択する「経

営戦略」と，その機能を提供して

いくために必要な医療資源配分と

把握の「経営管理」の２つが，生

き残っていくためのキーワードと

なる。

　医療提供体制の変化の「流れ」

として，資本集約的から労働集約

的へ変遷していくことが予想され

るなか，マンパワーが「どこに」

「どの程度」投入され，どのよう

な「アウトプット」を生み出して

いるかを把握することが重要で，

看護配置基準の実数配置表記など

もその流れの一環と考えられる。

自院の患者がどのような看護必要

度分類の分布であるのか，慢性期

病床であればどのような患者分類

の分布であるのか，そしてどのよ

うにマンパワーを配分しているの

かなど，ここに来て看護部が提供

すべき経営指標も数多く登場して

きており，経営マネジメントにお

ける看護部の役割はますます大き

くなってきている。
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●表３　慢性期入院医療の包括評価　患者分類試案

医療区分１ 医療区分３医療区分２

1,344点
1,344点
1,220点

885点
764点
764点

ADL区分３

ADL区分２

ADL区分１

1,740点
1,740点
1,740点

※認知機能障害加算５点（医療区分２，ADL区分１）
※患者分類試案は，「医療区分」「ADL区分」「認知機能障害加算」の３つの要素から構成されている。


