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・図 1 平成 26 年度改定資料より 

・表 1 令和 2 年度改定資料より 

 

⼤都市中⼩病院のサバイバル戦略 
協会 常任理事 
医療法⼈ 笠寺病院 
常務理事・事務⻑ 鈴⽊ 学 

新型コロナウイルスの影響で、診療報酬改定説明会が軒並み中⽌となる異常事態となりました。 
私にとっては、17 回目の改定を迎えます。愛知県医療法⼈協会にかかわることになったのは、今から
30 年前に医事研に参加し始めたことです。今回、協会報の巻頭⾔を仰せつかったことは極めて名誉な
ことと思っています。医療は公的保険で⼤半が運⽤されています。そのため診療報酬制度を理解するこ
とが、当院のような 100 床規模の病院の生き残りには必要です。まさにサバイバルです。入社早々、特
例許可外⽼⼈病院の指定を受けました。家政婦制度の廃⽌直前に、個別指導を 2 回も受け、今は亡き S
技官にかわいがってもらいました。               
 

 
図 1 のワイングラスの絵を⾒た直観で、現在の地域包括ケ
ア病棟に全床することと、在宅医療を⼿掛けることを思い
つきました。足掛け 6 年かけて、3 つある病棟を一つずつ
地域包括ケア病棟に転換しました。令和元年 6 月に全床を
地域包括ケア病棟の１に統一できました。直近の在宅復帰
率は 80.5％、⾃宅からの入院は 54.7％、緊急入院患者数
は 72 名（3 月で）となっています。 

今回の改定で、400 床以上の病院は、地域包括ケア病棟
新設が不可となりました。驚きました。いずれ⼤病院が、地
域包括ケア病棟を整備することを踏まえ、ポストアキュー
トに頼らない戦略を取っていました。表 1 は、実績要件の

⾒直しです。要するに、在宅へ退院させ、
退院直後に病院から、訪問看護と訪問
リハを⾏うこと。安定したら介護保険
へつなぐこと。そのためには退院時共
同指導が必須であると読み解けます。 

 
 ⾃前で介護施設を一切持たない中⼩
病院でも、都市部であれば地域包括ケ
アの運営のみで生き残れるのではない
かと思う、令和 2 年度の改定でした。 
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医療崩壊の危機 〜今こそ⽴ち上がれ〜 
協会 理事 
社会医療法⼈大雄会 総合大雄会病院 
理事⻑ 伊藤伸一 

現在私たちは 100 年に一度の、⼈類にとって極めて危険な感染症との戦いの真っただ中にあります。
新型コロナウイルス（COVID-19）感染症はいまだにその全貌がはっきりしない全く未知の感染症です。
我が国においては現在ぎりぎりの限界でコントロールができている様相ですが、その崩壊が迫りつつあ
ります。全世界での感染者は 140 万⼈を超えて死亡者は 8 万⼈を超えています。特にアメリカの感染
者は約 4 万⼈と急激に増加しており、死亡者もスペインの 1 万 4 千⼈を超え、イタリアの 1 万 7 千⼈
に迫っており、間もなくこれらを超えてしまいそうな状況が迫っています。 

 
近代の⼈類は 18 世紀のペスト、19 世紀初めのコレラ、20 世紀当初のスペイン風邪と、100 年毎の

凶暴な感染症の襲来に大きな被害を蒙りながらも、社会免疫を獲得して生き延びてきました。最近では
774 ⼈の犠牲者を出した 2002 年の SARS の流⾏がありましたが、各国の連携によって約８か⽉で終息
させたことは新興感染症に対する⼈類の勝利として記憶されています。今回の COVID-19 の感染率や
死亡率については各国のデータのばらつきで詳細はまだはっきりしませんが、イタリアやスペインでは
多数の感染患者と死亡者を出し、医療の現場からは、もはや戦争状態であるとの悲鳴が聞こえています。 

 
一方、我が国においては PCR 検査が適切に⾏われているかどうかの違いがあるにしても感染者数は

4,257 ⼈、死亡者は 81 ⼈（4 ⽉ 8 日現在）であり、死亡者/感染者⽐率は 1.9％と世界の平均 5.7％と
⽐してぎりぎりの瀬⼾際で踏みとどまっている状態です。しかし、新規感染者の日々の増加は欧⽶諸国
の感染爆発を予感させ、まさに危機的状況であると思われ、4 ⽉ 7 日の「緊急事態宣言」はやや遅きに
失した感はありますが必要な対応でありました。 

 
いま私たち医療法⼈を含むすべての医療者に求められているのは、できるだけ正確な情報に基づく最

善の方法を⽤いて未知の感染症に⽴ち向かい⼈類を救う具体的な⾏動を起こすことです。この戦いには
大きなリスクが伴いますが、医療者・科学者として知識と技術を駆使したうえで仲間に犠牲を出さない
ように最善を尽くすことは言うまでもありません。国内ですでに多くの感染者の治療に当たっている指
定医療機関の職員の皆さんが直⾯している危機を共有し、急性期機能の病院は重症者の救命に⼒を注ぎ
それ以外の病院は急性期病院の後方⽀援機能をフル活⽤するなど、すべての医療機関が一体となってこ
の未曽有の危機に⽴ち向かっていきましょう。 

 
私たち医療に携わる者のプライドが試されようとしています。今すぐにできることから⾏動を始める

ことが世界を救う活動につながります。皆様のご協⼒を⼼からお願い申し上げます。 
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サッカーワールドカップを待ち焦がれた時代 
協会 事務部会 委員 
医療法⼈赫和会 杉石病院 
事務⻑ 宮上英善 

昨今は新型コロナやマスク等の話題ばかりで、これが印刷物になった頃はどんな事になっているのか、
不安で不透明な世の中です。そんな中、ふとした事から昨年のラグビーワールドカップの話題になり、
更に「にわかで何が悪い」という話になった時の事です。我々はサッカーを忘れていないか︖という話
で盛り上がりました。今は⾒る影もない体型ですが、中学・⾼校とサッカーを続けた私は「⽣きている
うちにワールドカップ（以下 WC）を⾒に⾏く事」が⼀つの夢でした。その夢は意外とあっけなく⽇韓
共同開催という形で2002年にかなってしまいました。しかも神⼾で観戦するという幸運な形でした。 

 
私と WC の出会いは1978年のアルゼンチン⼤会で当時中学２年でした。⽇本はその時代アジア予選

も勝ち抜けない弱小国で、テレビ中継も予選はおろか決勝トーナメントの⼀部のみ。しかも時差が⼤き
く、夜中にテレビを⾒ているだけで親から叱られたものでした。しかしその感動は中学・⾼校と受け継
がれ、やがてドーハの悲劇を乗り越えて1998年・フランス⼤会への初出場を果たしました。今でこそ苦
労しながらでも毎⼤会の出場が当たり前のようになりましたが、その間の20年は本当に⻑い時間でした。
⽇本にプロリーグが出来たのも感慨深いものでしたが、ここまでは同じような思いで⽇本の WC 出場を
待っていた方もいらっしゃるかと思います。 

しかしその20年間の中で私にとって忘れてはいけないのが「⽇韓定期戦」です。1972年から15回の
開催で⽇本は3勝10敗2引き分けで、とにかく勝てなかった記憶しかありません。⽇本が WC に出るに
は韓国に勝てなければ道はないと真剣に思っていました。今にして思えば、⼤切なのは「目標」や「ラ
イバル」であったと考えられますが、当時は只々悔しいだけでした。 

 
かなり遠い所から話をしてしまいましたが、今年も新⼈が何名か⼊り新⼈教育を担当しました。これ

から20年・30年・40年と働く彼らのスタートに⼀緒に⽴つのは毎年の事でも緊張します。そんな彼ら
に目標やライバルの話をしますが、何時か何処かで役に⽴つ瞬間が有れば有難いと思っています。 

 
最後に医療の最前線で⽇々頑張って下さる皆様に心から感謝したいと思います。そして新⼈研修に絡

めて、「病院と学校は地域の財産である」と医療に⾶び込んだ頃の私に教えてくれた恩師が最後に教え
てくれた⾔葉をご紹介します。「⾦を残して死ぬのは下だ。事業を残して死ぬのは中だ。⼈を残して死ぬ
のが上だ。」医師で政治家の後藤新平⽒の⾔葉だそうです。中々そう上⼿くは⾏きません。 
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新年度、多難な船出 
協会 事務部会 委員 
医療法⼈豊腎会 加茂クリニック 
事務⻑ 前田 勉 

2019 年 12 ⽉以降に中国湖北省武漢市を中⼼に発⽣した新型コロナウイルス感染症は、2020 年 2 
⽉中旬から 3 ⽉上旬にかけて、韓国、イタリア、イランなどで、アウトブレイクが発⽣し、世界の多く
の国々で新規感染者が報告されたことから、3 ⽉ 11 日に WHO はパンデミックを宣言しました。日
本では、2020 年 4 ⽉ 7 日に安倍晋三首相が新型コロナウイルスの急速なまん延を踏まえ、改正特別措
置法（新型コロナ特措法）に基づく緊急事態宣言を初めて発令しました。 

 
当法⼈は、主に⾎液透析の治療を⾏う施設として、⻄三河北部地域（豊田市）で 3 つのクリニックを

運営しています。透析の治療を⾏う透析室はいわゆる三密（密閉、密集、密接）をすべて併せ持つ環境
です。また共有スペースも多いためクラスター感染が容易に起こり得る環境でもあります。万一、感染
者が出た場合も、多数の患者の透析治療を⾏っているため、すぐに代替施設で治療を⾏う事が難しく、
翌日以降も通常の透析を⾏う必要があります。そのため、不⼗分な態勢・装備ながらも工夫しながら、
取りうるあらゆる⼿段で院内感染防⽌に努めています。また、国内でまん延期を迎えると、指定医療機
関だけでの対応は困難となることから、多くの軽症患者は、かかりつけ施設での診察と加療が求められ
ることが予想されます。透析患者においても、疑い症例や軽症の COVID-19 患者の透析医療を⾃施設
で⾏うことになることも想定し、対応を検討しています。 

 
私たち事務スタッフは、前線で治療にあたる医療スタッフの後⽅⽀援の役割を担っています。発熱の

ある患者への対応や、院内感染防⽌対策を⾏う上で医療材料の供給が不可⽋ですが、現在、医療現場で
はマスクや衛⽣材料、消毒液、⼿袋が不⾜しており⼊⼿困難な状態が続いています。日々、在庫があと
何日もつか、また、⼊荷の目途を卸業者、⾏政、地元医師会と連絡を取りながら確認する毎日です。2009
年に新型インフルエンザが流⾏した際もマスクや消毒液の不⾜する事態がありましたが、ここまで深刻
なものではありませんでした。当初は新型インフルエンザの流⾏時と同様な事態を想像していましたが、
予想を遙かに超える深刻な状況となっています。危機管理という観点から、今後これらの医療材料の供
給体制を⾒直す必要を強く感じます。 

 
日本は春を迎え、美しい桜が咲いている景色と対照的に、新型コロナウイルスの脅威は今も深刻さを

増している状況です。開催が予定されていた東京オリンピックも延期となり、国内外で景気への影響が
強く懸念されています。とても困難で⾟い状況ですが、一番⼤切なことは命を守ること、だと思います。
そのために医療関係者として、できる限りのことを皆様と協⼒して対応していきたいと思います。 

 
この感染拡⼤が一日も早く終息し、再び穏やかな気持ちで花⾒を楽しめる日が来ることを⼼より願っ

ています。 
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⻑寿国⽇本 
協会 事務部会 顧問 
医療法⼈大朋会 岡崎共⽴病院 
事務局⻑ 加藤 匠 

「⻑⽣き」と聞いた時のイメージ、皆さんはどのように持つのだろうか。昔は平均寿命が延びたり、
世界の⻑寿国として名前が上がったりすることを喜ぶニュースばかり目にしていたように思う。しかし
最近は少しニュアンスが変わってきたようだ。 
昨年はやけに⻑⽣きというワードが取り上げられた気がする。 
「⼈⽣ 100 年時代」「⽼後 2,000 万問題」という⾔葉は経済番組だけでなく、CM からワイドショー、
週刊誌でも特集が組まれていた。 
有名芸能⼈が 70 歳で亡くなれば、「70 歳という若さで残念です」というコメントが、なんら不思議で
なくなったのは、いつの日からだろう。 
「⻑⽣き」イコールただ喜ばしいことから、対策を講じていかなければならないことに世の中は変化し
ているようだ。 
 

先日、義祖⺟が 100 歳目前で亡くなった。「あとちょっとで銀杯がもらえたのにな」そんなことを⾔
う親戚に、今は銀メッキだと誰かが訂正した。 
100 歳になると敬⽼の日に内閣総理大⾂からお祝いが贈られる。昔は純銀製の銀杯だったのが、100 歳
以上の⼈口増加で 2016 年度から銀メッキに変わっているようだ。受け取る側は寂しいが、喜ばしい変
更なのかもしれない。 
ただ、銀メッキになって安くなるのは、1 杯たった 4,000 円弱。これくらいの節約が役に⽴つのか若⼲
の疑問である。しかし、100 歳以上の⼈口を調べてみると  その上昇率には驚くばかりだ。 
私が⽣まれた頃はたった 153 ⼈だったが、今や 7 万⼈オーバー。ほんの半世紀で、これほど多くなる
ことは、想像し難かったに違いない。そうなると確かにたった 4,000 円の節約も莫大な⾦額になるのだ
ろう。 
 

⻑⽣きについて調べていると、⾄るところに「医療の進歩」という⾔葉が目⽴つ。医療、福祉の現場
にいる者からすれば大変誇らしいことである。 
右肩上がりで増えているご⻑寿さんと同じくらいのスピードで、もしくはそれ以上の速さで医療や福祉
は確実に成⻑してきたのだろう。日本は⻑寿国である、一番胸を張って良いのは私たちなのかもしれな
いと、少し調子に乗りたい気分だ。 
ちなみに、2050 年の 100 歳以上⼈口を 60 万⼈超と予測する経済本もあるようだ。更なる上昇率に、
医療や福祉も負けていられない。⻑寿国である日本を引っ張っていきたいものである。 
 
そんな私も昨年肺炎にかかり、重い腰を上げ、⽣活改善を⾏った。飲酒を控え、運動量を増やし、野菜
を積極的に摂取した。結果は 1 年前から大きく改善。検査結果はＥ判定ばかり並んでいたのが嘘のよう
に、数年ぶりに健康体の仲間⼊りだ。これはもう、銀メッキ獲得まで頑張るしかない。 
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病院機能評価受審支援セミナー  
報 告 者︓協会 常任理事 

医療法人香徳会 川本一男 
日 時︓令和元年 12 月 11 日（水） 12︓45〜16︓45 
場 所︓愛知県医師会館 9 階 大講堂 
内  容︓機能種別版評価項目＜3rdG:Ver.2.0＞の概要、各項目体系のポイント 
講 師︓公益財団法人日本医療機能評価機構 
     ① 機能種別版評価項目＜3rdG︓Ver.2.0＞の概要・・・評価事業推進部 飯村裕一朗氏 
     ② 機能種別版評価項目のポイント（診療）・・・・診療サーベイヤー 大⼝善郎氏 
     ③ 機能種別版評価項目のポイント（看護）・・・看護サーベイヤー 井上由紀子氏 
     ④ 機能種別版評価項目のポイント（事務管理） 

・・・事務管理サーベイヤー 清水 晃氏 
参加人数︓99 名 

毎年恒例となっています、病院機能評価受審⽀援セミナーが終了しましたので報告します。 
このセミナーは、愛知県医療法人協会と公益財団法人日本医療機能評価機構の共催で開催をして、今

年度で 16 年になります。日本医療機能評価機構が設⽴され、22 年経ち、日本の多くの病院が病院の質
向上を目指し病院機能評価を受審しています。現実に以前の病院と比べると病院機能評価が始まってか
ら病院は変化していると思います。もちろん医療制度の変⾰により病院の機能が変化していることもあ
りますが、病院機能評価の果たしている役割も大きいのではないでしょうか。日本医療機能評価機構と
して現在は全病院の 25%程度しか認定病院はありませんが、将来的に病院が減少して仮に 6,000 病院
になったとしたら、その半分である 3,000 病院が認定病院であることを目指しているとのことです。 

現在の病院機能評価受審は、3rdG︓Ver2.0 となり 3rdG1.0 になってからすでに 5 年が経過してお
り、今回セミナーに参加された病院も新規受審・再新規以外は 3rdG︓Ver1.1 で受審された更新病院で
した。受審病院が減少している中でこのセミナーは参加者数が多く大変盛況だと思います。 

毎年でありますがこのセミナーの参加者は、愛知県内のみならず遠⽅からわざわざお越しいただいて
おり、今回は福島県から広島県と遠⽅からお越しいただいています。参加者数は、25 病院と 1 団体合
計 99 名であり、1 つの病院から医師、看護師、コメディカル、事務職と多職種が参加して、ワンチー
ムで自病院の質改善を積極的に進めようという気概が感じられました。 

 
セミナーは、⽊村会⻑が所要のためご⽋席であり、司会進⾏担当の川本が代理で挨拶をして始まり、

日本医療機能評価機構 評価事業推進部の飯村氏の機能種別版評価項目＜3rdG︓Ver2.0＞の概要と題
して、病院機能評価の現状や Ver1.1 から変わったこと、現在のバージョンの特徴などをわかりやすく
解説していただきました。最近、機能評価機構は地区別で担当者を決めるようになり、飯村氏は愛知県
や静岡県、北陸、⻑野県を担当しています。そのため、今回は⻑野県からも多くの参加者があったと思
います。 

その後は、診療、看護、事務管理のベテランサーベイヤーから、受審のポイント、特に注意する内容、
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また、3rdG︓Ver2.0 と 3rdG︓Ver1.1 との違う部分について詳細に解説していただきました。ご講演
をいただいたサーベイヤーからは継続することが重要で常に改善に取り組み質の向上を目指すことに
より、患者さんのためになることが病院機能評価を受審する意義であるとのことでした。昔と比べると
大変受審がしやすくなったため新しく受審に取り組む病院が増えるといいと思いました。 

 
最後に愛知県医療法人協会で取り組んでいます、病院機能評価相談員派遣・講師派遣の PR をさせて

いただき閉会となりました。今後もこのセミナーの開催で、愛知県の多くの病院が病院機能評価を積極
的に受審して、認定病院が増えることにより、病院の質向上に寄与できればいいと考えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左から飯村裕一朗氏、大⼝善郎氏、井上由紀子氏、清水 晃氏 
 
 

＜会場風景＞ 
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第 9 回事務部会研修会      ＜⻑澤昌和⽒＞ 

報 告 者︓協会 事務部会 副部会⻑ 
医療法人鉄友会 宇野病院 事務⻑ 藤本康彦 

日 時︓令和元年 11 月 27 日（水） 14︓45〜16︓45 
場 所︓今池ガスビル 7 階 ダイアモンドルーム 
テ ー マ︓2020 年度診療報酬改定の早期準備対応と経営戦略セミナー 
講 師︓株式会社スズケン 

 お得意さまサポート部 コンサルティング課 ⻑澤昌和氏 
参加人数︓89 名 

研修概要（ポイント） 
1．2020 年診療報酬・調剤報酬改定に向けた検討項目 

ア、患者・国⺠に⾝近な医療の在り⽅ 
イ、働き⽅改⾰と医療の在り⽅ 
ウ、今後の地域づくり・街づくりにおける医療の在り⽅ 
エ、新たなエビデンスや ICT 技術を踏まえた医療の在り⽅ 
オ、介護・障害者福祉サービス等と医療との連携の在り⽅ 
カ、医薬品・医療機器等の適正な利⽤の在り⽅ 

 
2．⼊院医療の評価の基本的な考え⽅ 

・個々の患者の状態に応じて、適切に医療資源が投⼊され、より効果的・効率的に質の⾼い⼊院医
療が提供されることが望ましい 

・患者の状態や医療内容に応じた医療資源の投⼊がなされないと、非効率な医療となるおそれや、
粗診療となるおそれがある 

 
３．地域包括ケア病棟について 

・地域包括ケア病棟の届出をしている医療機関は、「⾃院の急性期病棟からの転棟先として利⽤し
ている」が最も多く、次いで「在宅医療の後⽅⽀援として、急変時等の⼊院先として利⽤してい
る」が多かった 

  ・⼊院期間中に疾患別リハビリを実施しない患者が 1/3 いるのは問題ではないか 
・治療の為に予定⼊院したのに、検査や⼿術を⾏っていないという患者の中には、在宅の医療依存

度の⾼い患者のレスパイト⼊院があるのではないか 
 
4．回復期リハビリテーション病棟について 

  ・改定前後でリハビリテーション実績指数が全体的に上昇傾向となっている 
・回復期リハビリ１において、病棟の⼊棟基準が変わり、FIM 得点が得られる患者が増えたのでは 
・実施計画書等の記載項目や様式について、⾒直しを検討してはどうか 
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・専従要件については、緩和すべきではないか 
 
5．療養病棟について 

  ・医療区分 2・3 の患者は、療養病棟⼊院料 1 では 90％、⼊院料 2 では 70％となっている 
  ・医療区分などの患者指標の抜本的な⾒直しは⾏われない⾒込み 
  ・医療区分や ADL 区分に対するアウトカム評価の拡大の可能性がある 

 
6．その他の項目について 

  ・医師事務作業体制加算について、再評価される 
・救急医療管理加算について、要件が厳しい⽅向へ⾒直しされる 
・医師等に求めている計画書や指⽰の診療録等について、簡素化等の⾒直しが実施される 
・病棟薬剤業務実施加算等について、再評価される 
・疑義紹介時の要件について、薬局からの問い合わせ条件等が緩和される 

 
7．今後について 

・現時点では、⼊院及び⼊外とともに大規模な改定は実施されないと思われる 
  ・⼊院料の体系についても、全般的には⼩規模な改定と思われる 
  ・診療報酬改定の要綱にも働き⽅改⾰の⽂⾔が謳われており、様々な項目において考え⽅の基本と

なることが予想される 
  ・今後は、例年通り 2 月に詳細項目、3 月に点数の概要が⽰される予定 
 

＜会場風景＞ 
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第 10 回事務部会研修会    ＜⻑澤昌和⽒＞ 

報 告 者︓協会 事務部会 部会⻑ 
医療法人 笠寺病院 事務⻑ 鈴⽊ 学 

日 時︓令和元年 12 月 19 日（⽊） 13︓30〜14︓45 
場 所︓愛知県医師会館 6 階 研修室 
テ ー マ︓病院向け在宅関連の診療報酬算定セミナー 
講 師︓株式会社スズケン 

 お得意さまサポート部 コンサルティング課 ⻑澤昌和氏 
参加人数︓41 名 

【研修内容】 配布資料あり（全 46 ページ） 
1．在宅医療を提供できる場所 
 ① 在宅 
  ・居住系施設ではないもの 
  ・居住系施設 
 ② 在宅以外・・・病院・診療所、介護医療院、介護⽼人保健施設 
2．在宅関係の診療報酬点数項目 
 ① 在宅患者診療・指導料 
  ・医師や看護師、リハビリスタッフ、薬剤師等が主に患家を訪問して⾏う診療や指導、多職種や患

者の医学管理や介護にあたっている他施設との連携を評価したもの 
 ② 在宅療養指導管理料 
  ・在宅療養指導料は、⾝体の代謝上の障害がある場合に、その代謝機能を代替・補完するものとし

て⾏うもの 
3．訪問診療・往診の基本的な要件等 
  ・少なくとも独歩で家族・介護者等の助けを借りずに通院ができる患者などは対象外 
 ※在宅医療を開始するという届出は不要 
 ※在宅療養⽀援病院（診療所）という届出施設を設定 
  届出の有無で診療内容に点数差あり 
4．在宅療養⽀援病院は 3 つの類型で区分される 
 ① 機能強化型（単独型） 
 ② 機能強化型（連携型） 
 ③ 機能強化型以外 
5．在宅患者訪問診療料と往診料の違いや留意事項 
 ① 在宅患者訪問診療料 

・計画的な医学管理の下に定期的に訪問し診療 
・訪問時間帯の加算はない 
・在宅ターミナルケア加算（死亡日及び死亡日前 14 日以内の計 15 日間に 2 回以上診察） 
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・看取り加算（充分な説明と同意が必要。診療内容の要点等を当該患者の診療録に記載） 
・他医療機関の依頼による診療は制限がある 
・診療時間及び場所について診療録に記載 

 ② 往診料 
・急病の患者等の求めに応じ患家に赴き診療 
・訪問時間帯の加算あり 
・在宅ターミナルケア加算、看取り加算、乳幼児加算はなし 

6．在宅時医学総合管理料・施設⼊居時等医学総合管理料の留意事項 
  ・患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、医学管理を⾏った場合に算定 
  ・投薬料（処⽅料、処⽅箋料、外来受診の際の投薬料）は算定できない 
  ・同⼀月内に院外処⽅箋を交付しない診療が⾏われた場合、処⽅箋無交付加算がある 
  ・在宅移⾏早期加算、頻回訪問加算、包括的⽀援加算などの算定漏れに注意 
  ・在宅療養指導管理料等との併算定については、主たる指導管理⼀つのみだが、在宅寝たきり患者

処置指導管理料は併算定できない 
7．医師による居宅療養管理指導 
  ・居宅療養管理指導費（Ⅰ）は在宅時医学総合管理料または施設⼊居時医学総合管理料を算定しな

い利⽤者に算定ができる 
  ・居宅療養管理指導費（Ⅱ）は在宅時医学総合管理料または施設⼊居時医学総合管理料を算定する

利⽤者に算定ができる 
・ケアマネジャーに対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供が必須要件 
・1 か月に 2 回まで算定可能 
・1 人の利⽤者につき、1 人の医師（主治の医師）のみ算定が可能 

8．2020 年診療報酬改定の検討状況（中医協での意⾒等） 
他医療機関からの依頼による訪問診療、在宅担当医について 
・情報提供をしても個別の評価がない 
・在宅患者訪問診療（Ⅰ）２は複数実施しても月１回しか算定できない 
・往診を担当する医師は当該病院の当直体制を担う医師と別であることについての⾒直しを⾏い、 

オンコール体制でも可能とすべき 
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第 6 回看護管理育成研修会       

報 告 者︓協会 看護部会 委員 
     社会医療法⼈明陽会 成⽥記念病院 看護部⻑ 白井絹代 
日  時︓令和元年 11 月 13 日（水） 10︓00〜16︓30 
場  所︓愛知県医師会館 9 階 大講堂 
テ ー マ︓グループワーク 〜私がすべき具体的なこと〜 
講 師︓看護部会 役員 
参加⼈数︓45 名 

 
＜研修のねらい＞ 
  ⼀つ⼀つ学んだ看護管理を統合させ、実際の看護現場に活かす準備・整備をする 
 
＜研修の概要＞ 

研修内容︓4 名〜5 名を 1 グループとしてグループワークを⾏った 
  1．1 ⼈ 20 分間でメンバー各自の問題を明確にして目標設定する 
    ・問題点を突き詰める 
    ・目標（あるべき姿）の設定 
    ・問題解決技法の⼿順で⾏う 
    ・ファシリテーションスキルを活用する 
    ・看護管理育成研修会での学びをフルに活用する 
  2．各メンバーの「問題・目標」について「原因・解決策」を検討しまとめる 
    ・問題解決技法の⼿順に沿って⾏う 
    ・研修で学んだ技法を活用する 
    ・学び得たことから実践すべきことを具体化する 
    ・各メンバーひとり１⼈の「問題・目標・原因・解決策」をまとめる 
    ・「解決策」は付箋を活用する 
  3．グループ毎に発表 
    ・問題・目標・解決策を中心に⼀分間で発表 
 
 ＜受講生の様子＞ 
  1．メンバー各自の問題を⼀⼈ 20 分でグループ内発表したが、最初は発言が少なく 5 名のグルー

プは最後の研修生の時間が不⾜していた 
  2．ファシリテーションスキルを活用しグループワークが活発にできていたグループもあった 
  3．最後のグループ発表では、① 看護業務に関すること、② ⼈材育成に関することが多く、その他

接遇に関すること、チーム医療や地域連携などを課題としていた 
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第 7 回看護管理育成研修会       ＜桐⼭順三⽒＞ 

報 告 者︓協会 看護部会 一般教育 委員⻑ 
     社会医療法⼈愛生会 総合上飯田第一病院  看護部⻑ 縄田文子 
日  時︓令和元年 12 月 20 日（⾦） 10︓00〜16︓30 
場  所︓愛知県医師会館 9 階 大講堂 
テ ー マ︓プレゼンテーション 
講 師︓特定医療法⼈共和会 共和病院 事務部⻑ 桐山順三氏 
参加⼈数︓45 名 

 
【研修内容】 

1．⼈の⼼を引きつける三種の神器︓握⼿・拍⼿・挙⼿ 
2．プレゼンテーションと説明の違い 

「説明」⇒ 意味を伝えてわかってもらうこと 
「プレゼンテーション」⇒ 相⼿に理解してもらい、相⼿の⼼を動かすこと 

3．プレゼンテーションの準備 
時間配分︓シナリオ（内容）︓40％ 

パワーポイント（資料作成）︓20％ 
話し方（リハーサル）︓40％ 

・シナリオがしっかりできていたら、パワーポイントに時間をかけずリハーサルにかける 
・ここまでやったのだから大丈夫と思い込む 
・「ありのままを⾒てもらえる場」と理解する 

4．プレゼンテーションの話し方 
・2 番目の⾔葉の⾳を上げて話す（意識する） 
・「話し方」ポイント１ ⇒ シンプル 
 できるだけ短く、簡潔に、わかりやすい⾔葉 
・「話し方」ポイント２ ⇒ 身振りと目線 
 指や⼿の使い方に注意、目線や姿勢、レーザーポインターの使い方に気をつける 
・めざす目線の割合 
 パワーポイントを利⽤する場合 ⇒ 会場︓パワーポイント︓原稿＝8︓1︓1 
 パワーポイントをなしの場合 ⇒ 会場︓原稿＝9︓1 
・句読点をなるべく多く入れるように練習をする 

5．プレゼンテーションのシナリオの作り方 
・代表的な２つの基本構成︓SDS 法、PREP 法 
・SDS 法︓話したいことを伝える（要約） 

具体的な話（詳細） 
再度何を話したかを伝える（要約／まとめ） 
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・PREP 法︓結論・理由・事例（具体例）・結論 
・シナリオを作ると、パワーポイントはシナリオにあったものが作れる 

6．パワーポイント資料の作り方 
・パワーポイントは、話す内容を効果的に⾒せる道具である 
・視覚で訴える効果がある 
・話だけでは伝わらない部分を補う 
・パワーポイントで伝わらない部分をプレゼン（話）で補うわけではない 
・可能な限りシンプル、文字は明朝体かゴシック体 

7．1 分間プレゼンテーションを実際に⾏う（総合演習） 
① 職業「看護師」とは、やりがいを伝える 
② ○○病院で働きましょう、○○病院に決めましょう 
  新卒、中途採⽤イベントで応募してもらう 
 

【感想】 
 最初に講師がセミナーに参加する三種の神器として、握⼿・拍⼿・挙⼿を話されていたためか、研修
中も拍⼿をしている研修生が多くいました。シナリオプレゼンテーションでは 2 名の研修生が PREP 法
で完璧に発表されていました。研修の最後には 1 分間のプレゼンテーションの発表があり、② のテー
マでは希望の福利厚生を全⾯にアピールするグループが多い中、しっかり看護部や病院の理念に沿った
プレゼンテーションをしていたグループがいたことに驚き、さすが管理者を任されている研修生だと実
感しました。 
 

＜会場風景＞ 
 
 

愛知県医療法人協会報2020  No.24814



 

第 3 回介護職リーダー研修会      ＜⽯⽥秀朗⽒＞ 

報 告 者︓協会 看護部会 委員 
     社会医療法⼈財団新和会 八千代病院 看護副部⻑ 松本佳代 
日  時︓令和元年 12 月 13 日（⾦） 10︓15〜15︓25 
場  所︓愛知県医師会館 9 階 大講堂 
テ ー マ︓リーダーシップ 
講 師︓テキックス株式会社 代表取締役社⻑ 石田秀朗氏 
参加⼈数︓59 名 

【研修の概要】 
 研修の目的・・・リーダーシップを発揮してどのようにマネジメントしていくか︖ 
         リーダーとしていかにマネジメントしていくか︖ 
         「⼈」を活かすマネジメントの仕組みを学ぶ 

１．リーダーに必要なマネジメントとは 
マネジメントとは・・・「ヒト」「モノ」「カネ」をうまく運用しながら、組織に成果を上げさせてゆく

こと 
 「成果をあげる」とは・・・ある特定のニーズを満たすということ 
 
ニーズの明確化 
コンセプトの明確化にむけて 
１）コンセプトの設計・・・誰に、何をして、どんな風に、喜んでもらいたいか︖ 

 
例）「ある職業教育目的とした施設」 
Ａ 小学生までに対象者を絞る  
Ｂ 対象を小学生から大学生にする 

    
  
２）成果の確認・・・今いる利用者は、どんなことに満⾜しているか︖ 
 例）患者満⾜度を上げたい 
  ・ターゲットは患者・家族 
  ・特定のニーズとは何か（強みは何か︖） 

・・・患者・家族にどんなところに満⾜しているか︖ を聞く 
→「来てくれるとホッとする」→ 徹底的に訪室を頻回にする 

・成果の確認 → 患者満⾜度のアップにつながる 
 
リーダーの役割 
 ① 投入した資源より、大きな成果を生み出すチームを作る 

結果︓全員に喜ばれようとする施設は失敗する 
特定のニーズを満たす 

   焦点を絞り強みを作り、それを徹底的に満⾜させるこ
とで経営がアップする 

報告
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 ② すべての⾏動と決定に優先順位をつけて仕事の総量を管理する 
職場間コミュニケーション 
 仕事の生産性は、9 割がコミュニケーションで左右される 
 課題として 利益偏重の考え⽅ 
       個業化する仕事 (1) 個業化と職場のコミュニケーション 
               (2) 個業化する会議 
       多様性の増大  協働的関係性をわかり合う 
 
 
 
 
 
「リーダーシップを学ぶ」 

講師︓社会医療法⼈愛生会 総合上飯田第一病院 介護福祉士 中野明子氏 
  リーダーとしての「みる」 
   ⾒る・・・チーム全体を大きく⾒据え 

 観る・・・変化や成⻑を 
   視る・・・ひとりひとり注意して 
   診る・・・時に何が問題か⾒極め 
   看る・・・気配りしながら⾒守る 
  

介護リーダーの条件とは・・・具体的な信念があること 
               その信念をスタッフと共有できていること 

信念＝⾃⾝の軸を持つことが⼤切 
 
グループワーク「職場環境が良くなるために」 
例）経年ごとの⾷事会（上司がいない話し合い） 
  挨拶運動・コミュニケーションノートの活用 
  ポジティブツリーを育てよう・・・付箋を貼って意⾒が⾔えない⼈の声も聴く 
  多職種間での勉強会 
  ランチョンセミナーを開催し、時短者やパートの⼈にも参加してもらう 

スタッフや利用者の反応を Thanks Note に記入し、共有する 
週 1 回は褒める 
自分の得意分野を生かした勉強会（持っている資格など） 

実際の生産性＝潜在的生産性 － 欠損プロセスに起因するロス 
キーポイントとして“いかに楽しく仕事をしてもらうか︖” 

信念を明確に〜マンダラチャートの活用〜 
必要なこと 
 

必要なこと 
 

必要なこと 
 

必要なこと 
 

リーダーシップ 
必要なこと 

 
必要なこと 

 
必要なこと 

 
必要なこと 
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令和元年度病院経営セミナー   ＜東 謙⼆⽒＞ 

報 告 者︓協会 経営分析委員会 委員 
医療法人財団愛泉会 愛知国際病院 事務⻑ 近藤正嗣 

日 時︓令和元年 11 月 22 日（⾦） 15︓00〜16︓45 
場 所︓愛知県医師会館 8 階 801〜803 会議室 
テ ー マ︓５G 時代に生き残る病院とは 

－愛知県と熊本県における医療情勢の違いを踏まえてー 
講 師︓医療法人社団東陽会 理事⻑兼院⻑  東 謙二氏 
参加人数︓47 名 

＜主な内容＞ 
・4G → 5G 単に数字が変わるだけでは無い。人間がコンピューターに負ける時代になる 
・5G になるとどうなる 
・受付事務員の削減（顔認証システムの導入 → 瞬時に電子カルテと繋がる） 

病院に求められる人材になるか。5G を使う⽅になるか、使われる⽅になるか︖ 
・読影医師がいらなくなるかも 

確定診断はできなくても AI に任せられるところは出てくるのではないか 
・診察補助 AI が登場する 

顔の構造変化や⾊調変化を読み取り、診療情報の補助になる 
・地域医療構想から各区域への感想 

愛知県の医療環境は全国の縮図のようだ。地域医療構想で病床数を決めるのは無意味ではないか。 
そういった目で愛知県の各構想地域を⾒てみる。愛知県は岐⾩、三重からの患者流入が多い。県境の問
題は⾏政レベルで話し合って合意した⽅が良い。地域医療構想公的病院向け。⺠間病院はむしろ診療報
酬の⽅向性を注視すべき。またこれまで競合してきた病院も補完（連携）し合う関係を保つことが⼤切。 

今後、具体的にどうすべきか。⾃分の法人の強みと弱みを医療圏のなかで考える。そこで、なにを提
供し（強み）なにをやめるか（弱み）の決断が⼤切。職員は⽼齢者の活⽤を⾏う。65〜70 歳は充分働
ける。しかし、仕事の分担化、差別化はしなければならない。経営が安定していても恒に積極的変革が
必要である。 
 
＜所感＞ 

⼤病院に囲まれた地⽅の⼩規模病院が生き残るためにどう動くか︖ 
地域の中で⾃施設を分析し、周囲の医療機関と連携を強化、役割を正しく認識したうえで経営の舵を

切る。⽂字で書くと簡単に書けるが、実際に動くとなると、問題が多すぎて何からどう⼿をつけるのか
わからなくなる。当然そこにはスピード感が求められるし、社会から必要とされる医療が、変化や、職
員の充⾜状況、機器の費⽤対効果等々を勘案しながら動かなければならない。体⼒の無い事業所は判断
ミスは取り返しが付かないこともある。当院の置かれた状況とシンクロすることが多く、バイタリティ
溢れる先生のお話を聞きながら身の引き締まる思いであった。 

報告
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令和元年度実施  
平成 30 年度経営状況アンケート結果報告 
担  当︓協会 経営分析委員会 委員⻑ 佐藤貴久 
実施期間︓令和元年 7 月 31 ⽇（⽔）〜8 月 30 ⽇（⾦） 
目  的︓医療法⼈の経営状況を調査し、今後の法⼈経営の参考とする 
方  式︓記名方式（但し法⼈名・病院名・施設名・役職名・記入者氏名は非公開） 
調査内容︓平成 30 年 4 月から 1 年間の「診療報酬改定の影響」と「策定された地域医療構想に

ついて」（法⼈用 10 問、病院用 18 問 計 28 問） 
送 信 数︓166（正会員） 
総回答数︓法⼈用 45・・・回収率 27.1％ 
          病院用 47・・・回収率 27.8％ (※正会員の持っている全病院数・・・169)    

 
平素は当委員会活動に対しご厚情を賜り誠にありがとうございます。また、「平成 30 年度経営状況アン
ケート」について、会員の皆様にはお忙しい中ご協⼒いただき、ありがとうございました。 
以下に結果をまとめましたので、ご報告いたします。 
 
＜経営分析委員会分析結果＞ 
・法⼈の施設数が多い（多角経営）法⼈の方が成⻑率は⾼い。但し、多角経営をしていても経常利益率

は前年度と殆ど変わらない法⼈が多い 
 
・200 床以上の病院は成⻑率が⾼い傾向にあるが、医業利益率は横ばいである。200 床未満の中小病院

は、成⻑率も医業利益率も特筆すべき特徴はない 
 
・⾃⼰資本⽐率が 50%以上ある法⼈でも、4 割以上は経常利益率±1P 未満である。⾃⼰資本⽐率 10%

未満の法⼈は、経常利益がマイナスとなる傾向がある 
 
・固定資産回転率や固定⻑期適合率と経常利益率の間には明らかな関係はなさそう 
 
・医師以外の職種では、職員満⾜度調査を⾏っている方が離職率は低い傾向があるが、有意差はない 
 
・職員満⾜度調査不満項目への対応度と離職率には⼤きな相関関係はない 
 
・教育研修を⾏っている法⼈の方が離職率は⾼い印象である（⼤きな法⼈は教育研修⾏うも離職率が⾼

いことが影響している可能性） 
 

報告
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令和元年度災害対策セミナー   ＜佐々⽊ 勝⽒＞ 

報 告 者︓協会 災害対策委員会 委員 
医療法人並木会 並木病院 事務⻑ 服部 剛 

日 時︓令和元年 12 月 16 日（月） 14︓00〜16︓00 
場 所︓今池ガスビル 9 階 ガスホール 
テ ー マ︓【BCP】各々の病院の⾝の丈に合った災害時の危機管理こそが 

病院の BCP 
講 師︓日本大学 客員教授 佐々木 勝氏 
参加人数︓70 名 

多くの一般病院では、BCP 策定の必要性は⼗分理解しつつも、具体的な策定割合は約 2 割に留まると
いう調査結果がでています。その理由としては、災害拠点病院や⾏政の BCP を参考にしても各々の病
院の規模や機能・地域状況との違いが大きく、⾃分たちの日常業務に落とし込めないのが進まない理由
だと思います。今回は、現場に則した論点で作業シート⼿順をもとに、個別性に配慮した講義を頂きま
した。 
 
【研修概要】 
災害時の医療対応は地域医療が最⼩単位であり、災害時に地域医療を継続していくためには病院が診療
を継続していくこと、究極は病院がつぶれないようにすることであり、このためにこそ災害時の病院の
BCP が必要である。病院の BCP とは他と⽐較したり優劣を競うものではなく、その地域の医療を継続
するための病院の災害時の危機管理⼿法である。災害時、病院に残された医療資源・医療需要を想定し、
不⾜する資源の対策を検討するといった BCP 策定の一連のプロセスについてケーススタディを介しな
がら、各々の病院の⾝の丈、医療資源に合った医療継続を考える。 
 
【病院 BCP の構成目次】 
作業シートを活用し、以下の目次にそって BCP 構成を組み⽴てると作成しやすい 

第 1 計画策定の基本的な考え方 
   1 病院 BCP 策定の目的と方針 
    （策定目的、病院 BCP の特徴と地域中核病院の役割・基本方針） 
   2 前提とする地震と被害想定 
    （発生時刻と気象条件、各フェーズにおける被害想定） 
   3 発災直後から復旧までの医療需要 
    （医療需要の推移と復旧までの医療需要、受⼊傷病者想定） 

第 2 業務継続のための課題と対策 
   1 業務継続のための執⾏体制づくり 
    （体制、参集ルール、参集可能人員予測、安否確認と参集可否） 
 

報告

愛知県医療法人協会報2020  No.248 43



   2 発災時の業務継続計画 
    （優先業務と業務継続計画、部門別計画、委託先業務計画） 

  3 緊急対応計画 
    （フロアレイアウトと病院の動線、診療停⽌の際の対応） 

  4 必要資源の現状 
    （優先業務と必要資源） 

  5 業務継続上の課題 
    （災害時医療連携、災害時医療体制） 

第 3 業務継続計画の推進に向けた取組 
    （業務継続マネジメント（BCM）の必要性（PDCA）） 
    （経営、社会構造の変化、法的整備など） 
 
【質疑】 
・被災状況によっては、患者を 100 人規模で搬送することも想定されるが、非常事態では病床種別の異

なる施設へ搬送せざるを得ないなど現実課題は多い 
・治療後の病状安定患者について⾃宅退院をすすめるにあたり被災地被災者という環境下で円滑にいく

か不安な⾯がある。病状安定に関する定義を患者と事前共有できると良いのではないか 
 
などの質疑があり、災害対策への意識の⾼さを感じる研修となりました。 
 

＜会場風景＞ 
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EMIS（広域災害救急医療情報システム） 
対応訓練 結果報告 
担  当︓協会 災害対策委員会 委員⻑ 今村康宏 
訓練⽇時︓令和 2 年 1 月 29 ⽇（水）9︓00〜15︓00 
訓練周知方法︓ 

・ 郵送・・・令和元年 12 月 18 ⽇発送  
・ 発送先・・・EMIS 登録のある会員病院 168 
・ 宛先・・・各病院の院⻑・防災対策担当者 
・ 文書タイトル・・・EMIS ⼊⼒訓練についてのご案内 

 
平素は当委員会活動に対しご厚情を賜り誠にありがとうございます。また令和 2 年 1 月 29 ⽇に⾏われ
ました EMIS ⼊⼒訓練に際し、会員の皆様にはお忙しい中ご協⼒を賜り⼼より御礼申し上げます。 

今回は当委員会でご案内を開始して３回目となります。各医療圏でばらつきはありますが、全体とし
て⼊⼒してくださる医療機関数が昨年度よりも増えており、年⼀回でも周知し続けていくことが⼀定の
成果をもたらしていると⾔えると思います。現場でご協⼒いただいている皆様の改めて感謝申し上げま
す。⼊⼒訓練の結果についてご報告いたします。 

 
① ⼊⼒率（⼊⼒していただいた病院数÷⼊⼒のご案内を委員会より発送した対象病院数） 

⼊⼒率の年次推移は下記のようになっております。 
  

 2019 年度 2018 年度 2017 年度 
 ⼊⼒数 対象数 ⼊⼒数 対象数 ⼊⼒数 対象数 
名古屋 39 65 26 64 32 61 
尾張中部 4 4 4 4 4 4 
尾張東部 5 10 5 10 7 10 
海部津島 3 4 2 4 4 4 
尾張⻄部 7 12 8 12 9 13 
尾張北部 14 17 13 15 8 13 
知多半島 6 9 4 7 3 7 
⻄三河南部 11 18 8 18 10 18 
⻄三河北部 6 9 3 9 7 9 
東三河南部 7 18 9 18 9 19 
東三河北部 0 2 1 2 2 2 

全体 
102 168 83 163 95 160 

60.7％ 50.9％ 59.3％ 
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尚、集計対象時間帯は事前にご案内の通り 1/29 の 9 時から 15 時としており、15 時時点での⼊⼒件
数で算出しております。 
 

② ⼊⼒内容についての委員会内での意⾒ 
・在院患者情報の⾚・⻩の定義づけが難しい 

⇒ これは「今⾃院に⼊院している患者で⾚の状態の方は〇名、⻩は〇名」ということで、これを⾒
たＤＭＡＴ隊員や災害コーディネーターが支援対象病院に支援を必要とする患者が何名いるかを把
握して事前に準備する助けとなるものです。この目的に沿うような情報⼊⼒をお願いいたします。 

・コメント欄の記載をしっかりとするとよい 
⇒ 上記の項など記載方法が不明な場合などを含めて、詳細⼊⼒の下⽅に⾃由記載のコメント欄があ
るのでそちらに現場状況や支援してほしい内容など、できるだけ具体的に記載していただくのが大
変重要と思われます。この⾃由記載の欄が⽀援判断に不可⽋ですので、各医療機関様におかれまし
ては⼗分にご留意くださいますようお願いいたします。 

 
EMIS ⼊⼒は⼤規模災害発⽣初期には⽀援を受けるために最も有効かつ状況によっては唯⼀の⼿段で

あり、この訓練は⾃院を護るために必要不可⽋です。また来年度も同時期に EMIS ⼊⼒訓練を⾏う予定
ですので、ぜひご参加をお願いいたします。その際はできるだけ多くの職員の方々に慣れていただくの
がよいと思われますので、こちらもご⾼配賜れれば幸いです。ご協⼒誠にありがとうございました。 
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医事業務研究会（1 月） 
報 告 者︓医療法⼈財団愛泉会 愛知国際病院 唐澤利昭 
日    時︓令和 2 年 1 月 16 日（木） 14︓00〜 
場    所︓愛知県医師会館 6 階 研修室 
参加⼈数︓49 名（複数出席施設 12 施設） 

◆ 報告者雑感 
中医協により、診療報酬改定に関するこれまでの議論が整理され公開されました。 

改定の重要項目には、働き⽅改⾰による医療従事者、医師の負担軽減の推進が盛り込まれており、⼈
員配置や評価⽅法の緩和が随所で⾏われることが予想されます。 
これまでの算定要件、施設基準の整理を⾏い、現⾏の業務内容の精査を⾏いつつ⾃院が求められる医
療が提供できる働き⽅の⾒直しが必要です。 
改定まで残り僅かな時間ですが、発信される情報を正確に捉え準備を進めていきたいです。 

   
◆ 返戻・増減点情報等 
・1 月 15 日付けの諮問書にて診療報酬改定のこれまでに議論された内容が公表された 

今回の改定では医療従事者の負担軽減、医師等の働き⽅改⾰の推進が課題となっている 
・地域包括ケア病棟⼊院料 1・3 の施設基準において、介護保険法第８条第２項に規定する訪問介護等

を提供している施設が「当該保険医療機関と同⼀敷地内にあること」とされているが、保険医療機関
が介護保険のみなし指定を受けて訪問看護等を提供している場合はこの基準を満たしていることに
なる。ただし、地域包括ケア病棟の専従の理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠は訪問リハビリを提
供することはできない 

 ※ 2018 年診療報酬改定疑義解釈「その 3」を参照 
・調剤薬局から処⽅内容の疑義紹介があった場合の対応をどのようにしているか 
 保険医療機関及び保険医療養担当規則第 23 条 
 「保険医はその処⽅した処⽅せんに関して、保険薬剤師から疑義の照会があった場合にこれに適切に

対応しなければならない」 
 → 処⽅内容の修正が生じる場合には、口頭での修正指示だけではなく何らかの⽅法で文面に残るよ

うな対応が望ましい 
・後期⾼齢者医療について 

75 歳以上でもで家族の扶養になっている場合は前期⾼齢者の扱いになる 
→ 中国在住の⽅で、家族が代理受診した場合に後期⾼齢者医療の対象にならなかった事例があった 

・特別⾷加算の算定できる治療⾷で⼼臓疾患に⼼房細動が該当するか 
→ ⼼房細動のみで算定している事例はないが、減塩が必要状態であるならばレセプトへの詳記が必

要 
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・子宮頸がんで輸血を繰り返しながら⼊院をしている⽅が 180 日越えそうな事例があり、⼊院料を健
康保険のまま適応させる⽅法がないか 

 ※ ⼊院料は急性期⼀般病棟⼊院料１を算定している 
 → 退院困難な理由について退院⽀援計画を作成し、厚生局へ届出することで免除される可能性があ

る。 
・早期リハビリテーション加算を算定している事例で、明らかに 30 日以内の算定が数日間だけ、査定

されるといった事例が数件あった 
 → 再審査請求したところ復活はしたが、釈然としない結果となった 
・アルツハイマー型認知症の薬剤を低⽤量で処⽅している事例で、低⽤量で使⽤している理由について

レセプトへコメントを記載しているが、下記以外の他の理由を記載している事例はないか 
 「胃腸症状、気分不快があり、低⽤量で経過を⾒ている」 
 → 易怒性が増強されるため、低⽤量で経過を⾒ているとコメントをつけている事例あり 
・慢性便秘症の薬剤は頓服としては認められないといった、添付文書が審査⽀払側から送付されてきた 
・適時調査の予定あり、下記について確認したい 
 ① 掲示物の記載について（病棟看護師の配置数） 
  実配置⼈数での計算ではなく、許可病床数で計算する。※ 解釈本を参照 
 ② ⼊院基本料に関わる施設基準上で必要な委員会の出⽋席をどのように管理、確認しているか 
  → 委員会に必ず出席しなければならない職員は出席できるように委員会開催日をずらすなどして

配慮している 
 ③ 診療録管理委員会、データ提出委員会の開催にあたっての実務内容は何があるか 
  → サマリーの作成具合、疾病や手術統計、コーディング⽅法、データ提出の報告等 
  ※ なお、上記委員会は併開催でも問題はない 
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医事業務研究会（2 月） 
報 告 者︓社会医療法⼈名古屋記念財団 新生会第一病院 増田好美 
日    時︓令和 2 年 2 月 20 日（木） 15︓00〜 
場    所︓愛知県医師会館 6 階 研修室 
参加⼈数︓48 名（複数出席施設 9 施設） 

◆ 報告者雑感 
２月７日に個別改定項目が出て、今回の診療報酬改定の内容が明らかになりました。⼜、3月1週

目には留意事項等の通知や施設基準も出ますので注視が必要ですが、新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、説明会が軒並み中止となっています。本研究会も3月は開催されませんので、各医
療機関で疑問に思ったことを相談、意⾒交換する場がありませんが、顔のわかる参加者同⼠、電話や
メールのやりとりなどで意⾒交換をし、4月改定に向けて準備をすすめて⾏きましょう。 

   
◆ 次回開催日︓新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、しばらく開催⾒合わせ 
 
◆ 返戻・増減点情報等 
・新型コロナウイルス感染症の対策について、各病院で対応を決めておく事が必要。マスク、手袋、消

毒薬は中国産の物もあり、今のうちから準備をして下さい 
・新患のレセが性別間違いで返戻。受付票の性別欄は記載なく、受付が⾒た目で判断してしまったが保

険証では男性だった。今後も保険証での確認を徹底する 
・診療報酬改定では薬局からの情報提供が増えることも考えられる。レセ記載事項も増えているので要

注意 
・機能強化加算の掲示が義務付けられたが、どのように掲示するか︖ 

→ 掲示例が出るのでは︖ 
・療養病棟において中⼼静脈カテの感染症発生状況の把握と状態確認が必要 
・SAS の短手３は廃止されたが、算定はどうなるのか︖ 

→ 出来高算定となる 
・介護保険の訪問リハはみなし指定でよいのか︖ 

→ よいと思う 
・救急医療管理加算について⽀払基⾦から問い合わせあり。過換気症候群だった 
・外国⼈の⻑いカタカナ⽒名、特にミドルネームを医事コンに登録する際にどうしているか︖ 

→ ミドルネームを省く⽅が実際の呼び名に近いが、保険証に載っているものを頭から⼊るところま
で⼊⼒する医療機関が多い 

・特別食加算について⼼房細動のみでレセプトが通っている 
・足血管エコーのパルス加算が 3 件査定 
・4 月から⼊院同意書に上限額を載せる額が 50 万と言っている病院があったが根拠は 
 → 各病院で考える事であり、いくらでも良い。連帯保証⼈とするなら上限額が必要だが、⾝元引受⼈

として同意書を取り、未収となった場合に⽀払同意書として記載してもらうという体制をとる病院も

報告
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ある 
・SLE に対するレセプトは転院時の継続薬とコメントをつけた 
・適時調査あり 

施設基準の掲示で「1」と「Ⅰ」の違いを指摘、明細書発⾏、勤務医の届出変更、検査画像情報
提供加算で連携のアクセスログを 1 年間保存必要 
付添は申請と許可は別に、研修の参加率が悪いと指摘 
建物と道路の間にたばこのフィルターが落ちていた、敷地内であることを外のフェンスに貼って
おくとよい、と言われた 

・一般名処⽅加算が査定、調剤薬局で請求漏れがあったため 
・テネリアが糖尿病で査定、1 型か 2 型かが必要と、緩徐型Ⅰ型糖尿病はコメントを 
・適時調査あり 

診療録体制加算で特定の疾患での検索し、リストからカルテを出して、内容を⾒られた 
委員会の終了時間も記載が必要とのこと 

・生活保護の調査で 7 名が来院、カルテや患者情報を⾒せて下さいとのこと。書類代の設定がある
のでそれ以上の⾦額で設定しないでほしいと言われた 
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＜表紙掲載会員紹介＞         
 

＊＊＊医療法⼈恵愛会＊＊＊ 
表紙の施設名 ⼩林病院 

理事⻑ ⼩林美恵 

病院⻑ 山本茂樹 

所在地 〒451-0071 名古屋市⻄区⿃⾒町⼆丁目 39 

HP アドレス https://kobayashi-hospital.com/ 

電話番号 052-521-9371 

FAX 番号 052-521-9373 

診療科目 内、外、皮、⽼内 

ひと言 PR 
⼩林病院は名古屋市⻄区⿃⾒町にある、内科・⽼年内科・外科・皮膚科を 
中⼼とした診察を⾏っている地域に根付いた医療を提供させていただいている
医療療養型病院でございます。 
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＜編集後記＞ 
 
本当に⼤変な世の中になったものである。今年初めには誰もこのような事態を想定していなかったで

あろう。確固としてここにあると思われるものの、なんと脆く儚いものか。 
初期対応の遅れや情報共有の疎漏など後悔すればきりがないが、それでも⼈類が知恵を絞ってこの新

型コロナウイルスという未知の敵に必死に⽴ち向かっている。 
⼀⽅で、地元の警察署⻑と先⽇お話をしていたら⽪⾁なことに今年の 2 ⽉以降は過去にないほど空き

巣被害が減っているとのことである。在宅率の向上と出⼊国制限が思わぬところで役にたっているのだ
そうだが、苦笑するしかない。 

 
⽪⾁といえば、これほどまでの自粛や国境の封鎖のおかげで、中国の空は澄みわたりベネチアの水は

透き通っていることが話題となっている。⼈間の存在価値というものを我々は疑わない。傲慢なことに
我々はこの地球上において⼈間は絶対者であり、あらゆる生物の頂点であり、時として神の代弁者であ
ると錯覚している。しかし今回のようなことがひとたび起こると、⼈間の増上慢に対して自然が怒って
いるのではないかと、ふと思ってしまう。地球が警告しているのではあるまいか、と。 

かく⾔う自分も⼤量消費の下⼿⼈のひとりであるので自然界からすると最も先に淘汰してしまいた
い存在であろう。特別なイベントのある時ばかりでなく平時でも、どれだけ多くの命が⼈間のために無
駄に殺されていることか。 

 
残念ながら平常の世界では総合的に⾒れば今のところ⼈間が最強の存在であり、そのあくなき欲望を

押し留める他者の⼒はまず働かない。法律や倫理観で⼈を律することがいかに困難であるかはこれまで
の世界の歴史が明白に物語っている。新型コロナウイルスという現在のところ全世界の⼈類にとって最
⼤の脅威にも、多⼤な犠牲を払いつついつか打ち克つことはできるであろう。しかしその後、他の生物
にとってこの我々⼈類がこの新型ウイルスばりの脅威に再びならないようにできないものかと切に思
う次第である。 
  

（Y.I.） 
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