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特 集 １ 都道府県が新たに「外来医療計画」を策定

都道府県が新たに「外来医療計画」を策定
や、
病院と診療所の機能の分化・連携に関すること、

地域の実情に応じ、
地域包括ケアシステムの構築
などに資する外来医療の提供体制を確保
～2020年度から計画に基づく取り組みを推進へ～

都道府県の医療計画に、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項（外来医療計画）が追加
されます。医療法が一部改正され、2019年4月に施行されたことによるもので、都道府県は、厚生
労働省が今年3月末に示した外来医療計画策定に関するガイドライン等を踏まえ、19年度内に計画
を策定・公表し、20年度からは計画に基づく取り組みを推進する、といったスケジュールが描かれて
います。

グループ診療の推進、
医療設備・機器等の共同利用
の方針などが挙げられています。

外来医療計画は、
二次医療圏ごとなどに、
外来医

また、
可視化する情報の内容については、
地域ご
との疾病構造や患者の受療行動などの地域特性を

また、
外来医療機能に関する情報を可視化するた

示す、
より詳細な付加情報等を加えることや、
患者の

め、
二次医療圏ごとの診療所医師の多寡を外来医

プライバシー、
経営情報等の機微に触れる情報を除く

師偏在指標で表すという仕組みも導入されます。
外

などの対応が求められるため、
地域の医療関係者等

来医師偏在指標の値が全国の中で相対的に高い

と事前に協議する必要があるとしています。

二次医療圏は、
外来医師多数区域に設定されます。
地域ごとの外来医療機能の偏在などを
客観的に把握・可視化する
このように、
医師偏在の度合いが指標で示されるこ
とに伴い、
地域ごとの外来医療機能の偏在などの客

二次医療圏ごとなどに、
地域医療構想
調整会議を活用するなどして協議

インで示されたものです。

さらに、
地域における救急医療提供体制の構築、
グループ診療の推進、
医療設備・機器等の共同利用
といった、
充実が必要な外来機能や充足している外
来機能に関し、
外来医療機関間での機能分化・連
携を図る方針等についても協議し、
決定するよう促し
ました。

観的な把握も可能となります。
その情報を、
新たに開業

こうした考え方を示すに当たり、
外来医療の状況に

設け、
協議の結果を取りまとめて公表するというもの

しようとしている医療関係者等が自主的な経営判断

ついては、
①地域で中心的に外来医療を担う無床診

で、
その内容は既存の医療計画に位置付けられま

に当たって参照できるよう可視化して提供することによ

療所の開設状況が都市部に偏っている、
②診療所

す。
協議の場は、
地域医療構想調整会議を活用する

り、
個々の医師の行動変容を促して偏在是正につな

における診療科の専門分化が進んでいる、
③救急

などして設けられます。

げていくことが、
外来医療計画に関する基本的な考

医療提供体制の構築、
グループ診療の実施、
放射

え方とされています。

線装置の共同利用などの医療機関の連携の取り組

療の提供体制に関する事項について協議する場を

協議する事項には、
地域の外来医療機能の状況

これらは、
厚生労働省が都道府県に通知した外

「地域における外来医療に係る医療提供体制の確保」に関する規定（抜粋）
【医療法】

医療計画に定める事項の追加部分

第 30 条の 18 の 2（第 1 項） 都道府県は、第 30 の 4 第 2 項第 14 号に規定する区域（二次医療圏）その他の当該都道
府県の知事が適当と認める区域（対象区域）
ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保
険者その他の関係者との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項（外来医療に係る医療提供
体制の確保に関するもの）について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
第 1 号 	厚生労働省令で定める方法により算出された医師の数に関する指標（外来医師偏在指標）によって示さ
れる医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項
2

病院および診療所の機能の分化および連携の推進に関する事項

3

複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項

4

医療提供施設の建物の全部または一部、設備、器械および器具の効率的な活用に関する事項

5

その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項

第 2 項 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあった場合には、
これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調った事項については、その実施
に協力するよう努めなければならない。
第 3 項 都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、
当該構想区域等における協議の場（地域医療構想調整会議）において、同項各号に掲げる事項について協議を行
うことができる。
第 4 項 前項に規定する場合には、地域医療構想調整会議の関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議
に参加するよう求めがあった場合には、
これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間
の協議が調った事項については、
その実施に協力するよう努めなければならない。

来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイ
ドラ

みが、
地域で個々の医療機関の自主的な対応に委
ねられている─といったことを指摘しています。

【外来医療計画の全体像】
外来医療機能に関する情報の可視化

●地域ごとの外来医療機能の偏在・不足等の客観的な
把握を行うために、診療所の医師の多寡を外来医師
偏在指標として可視化。
●指標は、人口10万人対診療所医師数を基に、医療ニー
ズおよび人口・人口構成とその変化、患者の流出入、
へき地などの地理的条件、医師の性別・年齢分布、医
師偏在の単位の５要素を考慮して算定。
●外来医師偏在指標の全国上位3分の1（33.3％）に該当
する二次医療圏を、外来医師多数区域と設定。

新規開業希望者等に対する情報提供

●外来医師偏在指標と、外来医師多数区域である
二次医療圏の情報を、医療機関のマッピングに
関する情報、開業に当たって参考となるデータ等
と併せて公表し、新規開業希望者等に情報提供。
※都道府県のホームページに掲載するほか、様々な機会を捉
えて周知するなど、新規開業希望者等が容易に情報にア
クセスできる工夫や、適宜更新を行うなど質の担保を図
る必要がある。
※新規開業者の資金調達を担う金融機関等にも情報提供を
行うことが有効と考えられる。

外来医療機能に関する協議および協議を踏まえた取り組み

●地域ごとに、
どのような外来医療機能が不足しているか議論するための協議の場を設置。

※地域医療構想調整会議を活用することも可能。原則として二次医療圏ごとに協議の場を設置するが、必要に応じて市区町村単位等
での議論が必要なものについては、別途ワーキンググループ等を設置することも可能。

●少なくとも外来医師多数区域においては、新規開業希望者に対し、協議の内容を踏まえて、在宅医療、初期救急
（夜間・休日の診療）、公衆衛生（学校医、産業医、予防接種等）などの地域に必要とされる医療機能を担うよう
求める。
（厚生労働省資料に基づいて作成）
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特 集 １ 都道府県が新たに「外来医療計画」を策定

が7月ごろ算出する予定になっています。

外来医師偏在指標は、
調整を経て
7月ごろに算出の予定

都道府県は、
外来医師多数区域を設定した上で、
外来医師多数区域において新規開業を希望する者

であり、
地域によっては二次医療圏単位の協議の場

区域の方針に関する事項を情報提供するとされてい

の運営が困難な場合も想定されるため、
二次医療圏

ます。

とは異なる対象区域単位で設置することも可能です

厚生労働省のガイドラインで、
外来医療計画にお

に対しては、
その区域において不足する医療機能を

新規開業者の届出様式には、
地域で不足する外

いては、
まず、
厚生労働省が示す外来医師偏在指

担うよう求め、
新規開業希望者が求めに応じない場

来医療機能を担うことに合意する旨の記載欄を設

標の計算式に基づいて、
都道府県で二次医療圏

合には、
臨時の協議の場への出席を求めるとともに、

け、
協議の場において合意の状況を確認することに

単位に外来医師偏在指標を定め、
その指標によって

協議結果等を住民に対して公表するという仕組みに

なります。
不足する外来医療機能は、
地域ごとに具体

外来医師多数区域を定義するという対応が示され

なっています。

的な内容が記載されます。

個別の開業希望者への対応としては、
開業に当

ています。
外来医師偏在指標は、
都道府県間での患者流

たっての事前相談の機会や開業の届出様式を入手

出入の調整を経て、
同調整後の指標を厚生労働省

する機会に、
開業する場所が外来医師多数区域に

外来医師偏在指標

また、診療所は、多くが１人の医師で運営されており、診療所数
と診療所の医師数は1対1に近い傾向にあることから、外来医師偏

人口10万人対診療所医師数に一定の補正を加えた計算式で求

在指標は診療所の偏在の代理指標としても使用可能と考えられて

める指標（下囲みに計算式）。

いる。

同指標を用いて、外来医師数が相対的に充足していると考えら

協議プロセスなどもあらかじめ公表
外来医師偏在指標の値と協議の場における協

が、
外来医師偏在指標の区域単位との関係から、
当
面は二次医療圏単位で運営される見通しです。
地域の夜間・休日の初期救急医療や在宅
医療の提供体制などに不足がないか検討
新規開業者に求める事項である地域で不足する
外来医療機能についても、
地域の課題や実情など必
要に応じ協議の場で検討されます。

議プロセス、
公表の方法等については、
外来医療計

検討すべき外来医療機能としては、
夜間や休日

画に盛り込み、
あらかじめ公表しておくものとされてい

等における地域の初期救急医療
（主に自力で来院

ます。

する軽度の救急患者への夜間・休日における外来医

また、
二次医療圏単位における外来医療機能に

療）
に関する提供状況、
在宅医療の提供状況、
産業

れる区域を、外来医療計画上「外来医師多数区域」
と設定し公表す

ただし、外来医師偏在指標の活用においては、医師の絶対的な

ついて、
全ての区域でどのような機能が不足してい

医・予防接種等の公衆衛生に係る医療の提供状況

る。外来医師多数区域に設定されるのは、全国の二次医療圏の同

充足状況を示すものではなく、あくまでも相対的な偏在の状況を

指標値の上位3分の1（33.3%）
とされている。

表すものという性質を十分に踏まえ、指標数値を絶対的な基準と

るのか、
可能な限り分析を行い、
その結果について

等が考えられるものとして例示されています。
初期救

も外来医療計画において明示します。
さらに、
医療

急医療の提供状況は、
在宅当番医制度への病院と

機関のマッピング
（地図情報として可視化）
に関する

診療所の参加状況や、
夜間休日急患センターの設

情報など、
開業に当たって参考となる情報について

置状況を指しています。

して取り扱うことや、指標のみに基づく機械的な運用を行うことが

地域の医療機能に関する適切なデータを可視化し、開業に当

ないよう十分に留意する必要があるとされている。

たっての有益な情報として提供することなどへの活用が想定され
ている。

も把握・整理・分析し、
外来医療計画で明示するとさ

外来医師偏在指標の計算式＝分子、分母による表記

＝ Σ性・年齢階級別診療所医師数 ×

■外来医師偏在指標






定・公表します。
2020年度からの4年間が最初の計画

性・年齢階級別診療所医師の平均労働時間
診療所医師の平均労働時間

〙
×地域の標準化外来受療率比 ⎜×地域の診療所の外来患者対応割合
 地域の人口
10 万
〙
※ 2

地域の人口 地域の標準化 〙
× 外来受療率比 ⎜
10万
〙
＝地域の外来医療需要

※4

これらのうち、
在宅医療については、
都道府県が、
2018年度からスタートした第7次医療計画に基づい

比較的短期間に変化し得るため、
2024年度以降は3

て提供されている在宅医療の提供体制の状況を把

年ごとに見直される予定です。

握し、
医療計画の他の事項との整合性を確保しなが
ら、
グループ診療による在宅医療の推進などに資する

協議の場は、
外来医師偏在指標の区域
単位を踏まえ、
当面は二次医療圏単位

ような外来医療を実施する医療機関が、
柔軟に在宅
医療に参加できるような対策の検討を行うなどとされ
ています。

※2

＝

地域の外来期待受療率※ 3
全国の外来期待受療率

※4

＝

地域の診療所の外来延べ患者数
地域の診療所と病院の外来延べ患者数

〙
⎜
〙

※3

＝

在宅医療については、外来からの移行の
増加を踏まえ切れ目のない連携体制等も検討

期間となりますが、
外来医療に係る医療提供体制は

標準化診療所医師数※1

〙
⎜
〙

＝


れています。
外来医療計画は、
都道府県が2019年度中に策

※1



属することや、
外来医療計画に定められているその

Σ( 全国の性
・年齢階級別外来受療率×地域の性・年齢階級別人口 )

地域の人口

外来医療計画に関する協議の場は、
二次医療圏

また、
今後の高齢化の進展を踏まえると、
外来医療

や都道府県知事が適当と認める区域
（対象区域）
ご

から在宅医療に移行する患者も一定程度増加する

とに、
診療に関する学識経験者の団体、
医療関係

ことが見込まれるため、
在宅医療の提供に当たって

者、
医療保険者などによる構成で設けられます。
協議

各医療機関等がどのような役割分担を行うかなど、
患

の場は、
地域医療構想調整会議を活用することがで

者の移行に際しての切れ目のない医療機関間の連

きます。

携についても検討を加えることが重要とされています。

対象区域内の医療機関の規模や数などは多様
（厚生労働省資料に基づいて作成）
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特 集 １ 都道府県が新たに「外来医療計画」を策定

外来医療への対応に関する医療機関
の意向などの情報収集も
外来医療計画の策定に当たっては、
データの収

ど、
柔軟な対応が可能とされています。

係る事項も盛り込まれます。
計画に関して協議する事

協議を行う区域については、
二次医療圏単位を

項の一つに、
医療法上「医療提供施設の建物の全

基本としますが、
先進的な技術については、
特に専

医療機器の効率的な活用に係る計画として外

部または一部、
設備、
器械および器具の効率的な活

門性の高い救急医療等に関連する医療機器の場

来医療計画に盛り込む事項には、
①医療機器の配

用に関する事項｣が規定されています。

合、
その医療提供体制の整備を図るべき地域的単

置状況に関する情報
（機器の配置状況に関する指

集・分析なども行われます。
地域の外来医療提供体

医療機器については、
人口当たりの台数に地域

位として設定されている三次医療圏、
がんの診療に

標）
、
②医療機器の保有状況等に関する情報、
③区

制を議論するために有用であると考えられるため、
調

差があり、
医療機器ごとに地域差の状況は異なって

関係する医療機器については、
がん対策推進基本

域ごとの共同利用の方針、
④共同利用計画の記載

査・収集して議論に活用することが重要とされている

いると指摘されています。
そのため、
今後、
人口減少

計画に基づいて都道府県が策定する、
がん診療に

事項とチェックのためのプロセス─ が挙げられてい

ものに、
初期救急医療の提供として在宅当番医制

が見込まれ、
効率的な医療提供体制を構築する必

係る医療機関等の配置を踏まえて設定した区域な

ます。

に参加している医療機関名とその所在や、
休日夜

要がある中で、
医療機器についても効率的に活用で

間急患センターとそこに参加している医療機関名な

きるよう対応する必要があるというものです。

います。

取り組みでは、
地域の医療ニーズを踏まえた地域
ごとの医療機器の配置状況を可視化する指標
（調

今後の意向などは、
①地域で議論が必要と考え

整人口当たり台数）
を作成し、
医療機器を有する医

られる外来医療機能に関し、
それを担っている医療

療機関をマッピングした上で、
新規購入希望者に対

機関名と所在、②地域で議論した外来医療機能

してその情報を提供することなどが予定されていま

について、
現時点で担っている医療機関の今後の

す。
情報提供とともに、
外来医療に関する協議の場

継続意向、
③地域で議論した外来医療機能につ

等を活用し、
医療機器の共同利用等について協議

いて、
現時点で担っていない医療機関の今後の実

するという考え方です。
共同利用は、
対象となる医療

施意向 ─といったことの情報収集が推奨されて

機器が、
連携先の病院または診療所から紹介され

います。

た患者のために利用される場合を含みます。

また、厚生労働省は、診療報酬のデータなどから

医療機器の配置状況に関する指標の計算式＝分子、分母による表記

■調整人口当たり台数 ＝

※地域の標準化検査率比 ＝

は、
厚生労働省が病床機能報告に基づいて行い、

ます。

その情報を提供するとしています。

地域の性・年齢調整人口当たり期待検査数 (外来 )
全国の人口当たり期待検査数 (外来 )

⎧全国の性・年齢階級別検査数(外来)

医療機器を有する医療機関のマッピングについて

得られる情報を都道府県に提供する予定としてい

地域の医療機器の台数
地域の人口
× 地域の標準化検査率比
10万

Σ⎨

⎩
※地域の人口当たり期待検査数 ＝

全国の性・年齢階級別人口

⎧
⎨
⎩

どのほか、
医療機関の今後の意向なども挙げられて

× 地域の性・年齢階級別人口

地域の人口

医療機器に関する協議については、
その特殊性

医療機器の配置に係る指標も算出し、
共同利用などについて協議

から、
必要に応じて当該機器を保有する病院または
診療所の管理者、
放射線診療の専門家等で構成さ
れたワーキンググループを設置するなどして対応する

外来医療計画には、
医療機器の効率的な活用に

（厚生労働省資料に基づいて作成）

ことも可能とされています。

地域医療構想調整会議での具体的対応方針の合意は対象病床数の 63％  ～3月末時点～
医療計画の見直し等に関する検討会に置かれた地

■厚生労働省から都道府県に情報提供され
る予定のデータ
1. 外来診療
（初・再診）に関する情報＝小児の加算等
含む
2. 初 期救急体制
（夜間・休日外来、深夜外来）に関す
る情報＝時間外加算等を含む
3. 在宅医療
（訪問診療、
往診）
に関する情報
4. 放射線診療および治療に関する情報
5. 1 ～ 4 における診療所および病院の実施割合

7
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そのうち、新公立病院改革プランの対象である823

域医療構想に関するワーキンググループの会合で、地

病院については、2018 年 12 月末時点から424 施設増

6. 地域の病院・診療所ごとの主たる診療科目別医師

域医療構想調整会議における具体的な医療機関名を

えて771 施設が合意済みとなり、病床数にして179,391

数および取得している広告可能な医師の専門性

挙げた議論について、2019 年 3 月末時点の合意状況

床（95％）
でした。
また、公的医療機関等 2025プランの

に関する資格名および麻酔科の標榜資格医師数

などが報告されました。

対象 829 病院は、同 324 施設増の 810 施設が合意済

に関する情報
7. 地 域の病院・診療所ごとの開設、廃止、休止、再開
別の医療機関数
8. 地域の病院・診療所の所在に関するマッピング
9. 地 域の病院および有床診療所の医療機器に関す
るマッピング

それによると、今後の具体的対応方針について合

みで、病床数では 308,307 床（98％）
となっています。

意済みとなった（議論が終了した）のは、2018 年 12 月

両プランの対象以外で合意済みとなったのは、病

末時点から3,858 施設増えて4,983 施設となり、病床数

院が対象 5,660 施設のうち 2,228 施設、診療所は対象

（2017 年度病床機能報告における 7 月時点の数）に
換算すると806,923 床で対象病床数の 63％でした。

6,736 施設のうち1,174 施設でした。
病床の機能別にみた議論の結果の状況は、高度急

2019 年 1月からの 3カ月間で、一気に合意済みが増え

性期が 94％で合意済みとなり、急性期は 67％、回復期

ています。

は 50％、慢性期は 49％がそれぞれ合意済みでした。

Mesa 2019 Summer
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特 集 ２ 在宅医療の充実に向けた取り組みが進む

在宅医療の充実に向けた取り組みが進む
い」などの理由から、市町村等の単位で把握する

状況の「見える化」のためのデータ分析、在宅
医療圏ごとの入退院ルールの策定、多職種連
携、住民への普及・啓発などを都道府県ごとに

施策を講じる必要があるとしたものです。

必要があるとしています。

また、在宅医療に関する各種ツールの整備につ

データによる状況把握の具体例には、医療機関

いては、入退院ルールの策定支援、
日常の療養支

や訪問看護ステーションに対し、訪問診療、訪問看

援を担う診療所と後方支援病院等との連携ルール

護の実施意向などの個別調査を行うことなどを挙

の策定支援、病状急変時の患者情報共有ルール

げています。将来人口を見据え、既存統計等では

の策定を挙げています。

把握できない医療機関ごとの訪問診療の実施可
在宅医療を充実させるための取り組みが都道府県ごとに進められています。昨年12月に、厚生労働省の医
療計画の見直しに関する検討会に置かれたワーキンググループが、在宅医療の充実に向けた議論の整理を
行い、その内容を踏まえて厚生労働省が今年1月に取り組みの進め方を都道府県に通知するなどの促進策
もとられており、2019年度はさらに対応が強化されるものとみられます。

医療計画の中で、
4つの場面に応じた機能
を確保するとした在宅医療の提供体制

るというものです。
また、計画の目標の達成に向け、在宅医療を24
時間対応体制で自ら提供し、他の医療機関の支

在宅医療の提供体制の構築については、都道

援も行いながら医療・介護の現場で多職種連携の

府県の医療計画に記載されています。医療計画

支援を行う病院・診療所を「在宅医療において積

は、2018年度から第7次計画がスタートしており、

極的役割を担う医療機関」
として計画に位置付け

2020年度には、在宅医療に関する医療計画の中

ることが望ましいとされています。基本的には、在宅

間見直しが予定されています。

療養支援病院・在宅療養支援診療所が位置付け

厚生労働省が、医療計画の作成に関連して示

られます。

能件数や、将来の訪問診療への参入などに関す

在宅医療に関する理解を深めるための住民への

る実態調査等を行い、
その結果に基づいて有効な

普及・啓発などにも触れていました。

医療計画で構築を目指す在宅医療の提供体制のイメージ
在宅医療の提供体制に求められる 4 機能

状急変時の対応、④在宅等での看取り─ の4つ

医療機関ごとの訪問診療の実施可能
件数や将来の対応予定などを把握

の場面ごとに、
目標やサービス提供体制に求めら
れる機能などを盛り込むとしていました。各機能を担

医療計画の見直しに関する検討会の「在宅医

う医療機関等は、原則として名称を記載することに

療及び医療・介護連携に関するワーキンググルー

なっています。

プ」は、第7次医療計画における在宅医療提供体

退院支援は、入院医療機関と在宅医療に係る

制に係る計画について、都道府県の策定状況な

機関との連携・協働による取り組みで、切れ目のな

どを把握した上で、今後、都道府県が取り組んで行

い継続的な医療体制を確保するものとされ、療養

くべき事項について議論した結果を、昨年12月に

生活の支援は、多職種協働による在宅療養者や

取りまとめました。

その家族の生活を支える観点からの医療の提供、
緩和ケアの提供、家族への支援などによります。

その中で、在宅医療の取組状況の「見える化」
とし、市町村等の単位による在宅医療の提供体制

病状急変時の対応は、在宅療養者の病状急変

について、
データを用いて把握する必要があると指

時における往診体制や入院病床の確保を想定し

摘しました。
「都道府県単位・二次医療圏単位の

ており、
さらに、住み慣れた自宅や介護施設など患

データだけでは、医療関係者の当事者意識を喚起

者が望む場所での看取りが行われる体制も確保す

できない、個別の地域の対応の議論につながらな

在宅医療圏域は、
二次医療圏にこだわらず、
市町村単位や
保健所圏域など、
地域の資源の状況に応じて弾力的に設定

日常の療養支援
■多職種協働による、
患者や家族の生活
を支える観点から
の医療の提供
■緩和ケアの提供
■家族への支援

在宅等での看取り

名称を記載する対応施設
病院・診療所、訪問看護事業所、薬局、
居宅介護支援事業所、地域包括支援
センター、介護老人保健施設、短期入
所サービス提供施設、在宅医療にお
いて積極的役割を担う医療機関、在
宅医療に必要な連携を担う拠点 など

した「在宅医療の体制構築に係る指針」によると、
計画には、①退院支援、②日常の療養支援、③病

この他、在宅医療に関する人材の確保・育成や、

■住み慣れた自宅や介護施設な
ど患者が望む場所での看取り
の実施
名称を記載する対応施設
病院・診療所、
訪問看護事業所、
薬
局、
居宅介護支援事業所、
地域包括
支援センター、
在宅医療において
積極的役割を担う医療機関、
在宅
医療に必要な連携を担う拠点 など

医療計画

退院支援

■入院医療機関と在宅医療に係る機関との
協働による退院支援の実施

名称を記載する対応施設

病院・診療所、訪問看護事業所、薬局、居宅
介護支援事業所、
地域包括支援センター、
在
宅医療において積極的役割を担う医療機
関、
在宅医療に必要な連携を担う拠点 など

在宅医療において
積極的役割を担う医療機関

病状急変時の対応
■在宅療養者の
病状急変時の
往診や訪問看
護の体制と入
院病床の確保

名称を記載する対応施設
病院・診療所、
訪問看護事業所、
薬局、
在宅医療において積極的
役割を担う医療機関、
在宅医療
に必要な連携を担う拠点 など

在宅医療に
必要な連携を担う拠点

● 4つの機能の確保に向け積極的役割を担う

・自ら24 時間対応体制の在宅医療を提供
・他の医療機関の支援
・医療、介護、障害福祉の現場における多職種
連携の支援
・在宅療養支援診療所
・在宅療養支援病院 など

● 4つの機能の確保に向け必要な連携を担う

・地域の関係者による協議の場の開催
・ 包括的かつ継続的な支援に向けた関係機
関の調整
・関係機関の連携体制の構築 など
・医師会等の関係団体
・保健所 ・市町村 など

（厚生労働省が医療計画の作成に関連して示した「在宅医療の体制構築に係る指針」に基づく）

9

Mesa 2019 Summer

Mesa 2019 Summer

10

特 集 ２ 在宅医療の充実に向けた取り組みが進む

都道府県の取組状況を把握し先進的な
対応事例の情報共有などを図る
厚生労働省は、今年1月に通知した「在宅医療

報収集・分析を行うことや、医療機関ごとの訪問診

医療機関ごとの訪問診療への対応に係る調査

通知では、都道府県全体の体制整備として、医

療の実施可能件数や訪問診療への参入意向など

については、病院への調査が31都府県で実施さ

療と介護関係部局の連携や、年間スケジュールの

に関する実態調査を実施し、
その結果に基づいて

れており、診療所に対しては30都府県、訪問看護

策定などを求めました。医師会等の関係団体や、

施策を講じることなどを促しました。

ステーションに対しては24都府県で実施されていま

います。

の充実に向けた取組の進め方について」の内容

各医療機関の課題を集約して関係者間で課題を

また、在宅医療への円滑な移行として、病院が

に沿って、通知時点での都道府県の取組状況を

共有し、計画的に在宅医療の推進に向けた取り

後方支援を行うことを含め、病院、診療所の医療

病院等と在宅との間で、療養の場が円滑に移行

調査しました。

組みが図られるよう、関係者間で共通の年間スケ

関係者や介護支援専門員等が協議し、在宅医療

できるようにするための入退院支援ルールの策定

ジュールを策定し、課題の解決に向けたロードマッ

圏ごとに必要な入退院（支援）
ルールを策定できる

に関しては、在宅医療圏域全てで策定支援してい

プ等を作成するよう求めています。

よう、都 道 府 県が支 援することなどを求めていま

たことを把握できたのが16都府県でした。在宅医

した。

療圏単位ではなく、全県統一ルールによる策定や、

その結果、調査項目によって都道府県間に差が
みられるとし、取り組みが少ない項目や、課題と考え
られる項目については、先進的に対応している自治

在宅医療の取組状況の見える化については、

体の事例等を紹介し、好事例の横展開を行いなが

健診・医療・介護の各データの連携・分析が可能な

住民への在宅医療や介護に関する普及・啓発

保健所単位、市町村単位で策定しているケースも

ら、取組状況の均てん化を図るなどの考えを示して

KDB（国保データベース）
システム等を活用して情

については、地域での講演会の実施やパンフレット

ありました。在宅医療圏域の設定は、32道府県が

等の作成・配布などを促しています。

二次医療圏（地域医療構想区域）
と同一にしてお

在宅医療の充実に向けた取り組みの概要
（厚生労働省が都道府県に通知した取り組みの進め方から抜粋）
●在宅医療の取組状況の見える化（データ分析）
※都道府県単位・二次医療圏単位のデータのみでは、
医療関係者の当事者意識を喚起できないことや個
別の地域の議論につながらないこと等の理由から、
在宅医療の提供体制については、市町村単位等で
データを用いて把握する。そのため、都道府県は、
関係者の在宅医療の提供体制整備に係る取組状況
を評価できるよう、次の情報収集と情報共有に取り
組む。
① KDB（国保データベース）システムのデータ等を活
用して情報収集を行い、在宅医療の詳細な分析に
取り組んでいる他の都道府県の事例を参考にする。
②将 来人口を見据え、既存統計等では把握できない
医療機関ごとの訪問診療の実施可能件数や訪問診
療への参入意向等について実態調査等を行い、そ
の結果に基づいて有効な施策を講じる。調査の結
果については、市町村や関係団体と共有し、有効に
活用する。

●在宅医療への円滑な移行
※病院等と在宅との間で、療養の場が円滑に移行でき
るよう、病院が後方支援を行うことを含め、病院、診
療所の医療関係者や、介護支援専門員等が協議し、
在宅医療圏ごとに必要な入退院ルールを策定する
ことを都道府県は支援する。

●在宅医療に関する人材の確保・育成
※都道府県は、在宅医療の提供体制の充実に向け、次
の人材確保・育成に関する支援を行う。
①医 療従事者への普及・啓発事業やスキルアップ研
修の支援
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した。
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⇒ 医療従事者への在宅医療に関する普及・啓発や
地域の在宅医療を担う医療従事者の育成につ
いて、同一職種間の病診連携等を含めて、医療
従事者が抱えている課題を把握し、国の実施し
ている在宅医療関連講師人材養成事業の修了
者を講師とする研修等を行う。
②多職種連携に関する会議や研修の支援
⇒医
 師、
歯科医師、
薬剤師、
看護師、
介護支援専門員
等が具体的な事例検討等を通じて、
それぞれの
職種が持つ課題等について共有し、
課題等の解
決に必要な研修等を行う市町村等を支援する。

●住民への普及・啓発
※都 道府県は、住民の在宅医療に関する理解を深め
るために、次の取り組みを進める。
①人 生の最終段階における医療・ケアについての意
思決定支援に関する普及・啓発
⇒ 人生の最終段階において本人が希望する医療・
ケアを受けられるよう、医療・ケア従事者に対
して「人生の最終段階における医療・ケアの決
定プロセスに関するガイドライン」等への理解
が深まるよう努めることに加え、住民に対し
て、市民公開講座等を用いて、人生会議
（ACP:
アドバンス・ケア・プランニング）等について普
及・啓発を行う。
②在宅医療や介護に関する普及・啓発
⇒市
 町村の取組内容を確認し、
双方の取り組みの
調整を行った上で、
在宅医療や介護に関する講
演会やパンフレット等の作成・配布を実施するな
ど効率的で効果的な普及・啓発を実施する。

6割以上の都道府県で医療機関への
訪問診療への対応に係る調査を実施
調査で把握された取組状況によると、KDBシス
テムのデータ等の活用は14道府県で行われてお
り、17都県が今後実施予定としていました。KDBシ

り、
その他は、市区町村単位などの設定になってい
ました。
また、多職種連携に関する会議や研修の支援
は、38都道府県が在宅医療圏域全てで実施して
いました。
厚生労働省は、
こうした各取組状況について、

ステムのデータでは、国保と後期高齢者医療の被

今後年２回程度確認するようにし、市町村支援の

保険者に関する情報の分析等が可能です。

具体的な方策などを引き続き検討する方針です。

「在宅医療に関する普及・啓発リーフレット」
を厚生労働省がフリーツールで提供
厚生労働省は、全国在宅医療会議
（在宅医療提供

くなどの活用が想定されています。

者、学術関係者、行政による構成）の協力のもとに「在

「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキング

宅医療に関する普及・啓発リーフレット」を作成しま

グループ」における議論で、地域住民が在宅医療に関

した。国民を対象にした広報ツールとして提供され

する情報や知識を得るきっかけづくりを行うなど、

るもので、自治体や医療機関等が必要に応じて利用

さらなる普及・啓発が必要と指摘され、広報ツールの

できます。厚生労働省のホームページを通じて提供

作成が求められていました。

しています。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000061944.html ＝ 2019 年 6 月 10 日現在）
リーフレットは、三つ折り両面印刷１枚の様式に
なっており、地域の実情に応じて具体的な情報を追
加するなど、適宜カスタマイズしてプリントできま
す。入院医療が必要な状態となる前から在宅医療に
関する知識を得ておくことにより、外来通院できな
くなった場合や、退院後の療養の場や方法を選択す
る際の選択肢の一つとなる在宅医療への理解が深ま
るようにとしたもので、医療機関では外来窓口に置

Mesa 2019 Summer
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繰り返し課題に挙がる医療制度の改革事項 ～財務省審議会の議論

新たな分類については、経済性の⾯からの評価

保険給付範囲の在り方の見直しや、
外来受診に係る自己負担の在り方、
地域別の診療報酬の活用など
財務省の財政制度等審議会・財政制度分科会における2019 年度の議論で、医療についてはこれまで
に引き続き、保険給付範囲の在り方の見直しや保険給付の効率的な提供に係る改革の方向性が案とし
て示されました。薬剤に係る自己負担の見直し、紹介状なく大病院等を受診する際の自己負担の在り方、
年齢でなく負担能力に応じた負担、地域別の診療報酬の活用 ─ などが繰り返し挙げられています。

担のみ全額自己負担とする仕組みを例示しました。

に⾒合う価格を超える医薬品等の場合、
見合う価格

OTC化された医薬品を単に保険給付から外すだ

までを保険適⽤と同等の負担とし、
当該価格を超え

けでは、現行の仕組みだと、
その他の診療（技術料

る部分については⾃⼰負担とする仕組みを挙げて

等）
も含めて全額が⾃⼰負担となるためです。

います。
また、医療⽤医薬品と一般用医薬品（OTC医薬

受診時定額負担の導入にも改めて触れる

品）
のバランス、
リスクに応じた⾃⼰負担の観点などを

保険給付範囲の在り方に関しては、受診時定額

踏まえ、
薬剤の⾃⼰負担引き上げについて具体的な

負担の導入についても繰り返し触れています。限ら

案を作成・実施すべきという方向性も示されました。

れた医療資源の中で医療保険制度を維持していく

薬剤の種類に応じた保険償還率の設定や⼀定

観点からも、
比較的軽微な受診について、
一定の追

額までは全額⾃⼰負担といった諸外国の例も参考

加負担は必要ではないかとしたもので、
かかりつけ

にするよう求めたもので、
この場合も、保険外併⽤療

医以外を直接受診した場合と、
かかりつけ薬局以

た上で、
保険収載とならなかった医薬品等について

養費制度の柔軟な活⽤・拡⼤について併せて検討

外で調剤を受けた場合は、定額負担を求めるという

は、安全性・有効性があれば保険外併⽤療養費制

すべきとしています。一般用医薬品と同⼀の有効成

案が示されています。

度で柔軟に対応するか否かの検討も⾏うべきとして

分を含む医療⽤医薬品は、医療機関で処⽅される

「効率的で質の⾼い医療を提供する上で、
かかり

医療関連の改革に関する議論は、
政府の「新経

います。
その際、経済性の⾯からの評価に⾒合う価

ことにより、
⾃ら一般用医薬品を求めるよりも⼤幅に

つけ医や、
かかりつけ薬局へ患者の受診⾏動を⼀

済・財政再生計画と改革工程表2018」
などに掲げら

格までは保険適⽤と同等の給付を⾏う新たな受け

低い負担で⼊⼿が可能で、
セルフメディケーションの

定程度誘導する必要があるが、医療機関等にはイ

れていた保険給付と負担の見直しなどの改革検討

⽫の類型を設定すべきとも指摘しました。保険外併

推進に逆⾏し、公平性も損ねているとの考え方も示

ンセンティブとなる⼀⽅で負担増となる患者にとって

事項を踏まえたものです。
改革工程では、
2019年度か

⽤療養費制度の柔軟な活用を指しています。

されています。

はディスインセンティブとなり得る診療報酬での評価

薬剤に係る自己負担について保険外併用
療養費制度の柔軟な活用などを求める案

保険診療と保険外診療の併用を可能にしている

保険外併用療養費制度の柔軟な活用等につ

保険給付範囲の在り方の見直しでは、保険外併

保険外併用療養費制度は現在、先進医療など保

いては、医療用からOTC化された医薬品に係る負

用療養費制度の柔軟な活用・拡大によって、
薬剤に

険導入のための評価を行うという考え方の「評価療

係る新たな患者負担の仕組みを導入すべきという

養」、特別の療養環境の提供（差額ベッド）
や大病

案が挙がりました。

院の直接受診に係る負担など保険導入を前提とし

ら21年度の3年間が基盤強化期間とされています。

加え費⽤対効果や財政影響などの経済性の⾯か

険導入への評価を行うものとされる
「患者申し出療

らの評価も踏まえ、保険収載の可否も含めて公的

養」がありますが、
これらに新たな分類を加えるよう提

保険での対応の在り⽅を決める仕組みにすべきとし

案したものです。

● 所得だけでなく資産の保有状況を適切に評価しつつ、
「能⼒」に応じた負担
● 後期⾼齢者の窓⼝負担

● 医療費について保険給付率(保険料・公費負担)と患者負担率のバランス等を定期的に⾒える化しつつ、

診療報酬とともに保険料・公費負担、患者負担についての総合的な対応
● 医療・介護における｢現役並み所得｣の判断基準の⾒直し
● 新規医薬品や医療技術の保険収載等に際して、
費⽤対効果や財政影響などの経済性評価や保険外併
⽤療養の活⽤など

（財務省の財政制度等審議会・財政制度分科会の資料に基づいて作成）
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【保険診療部分】
保険外併用療養費

【保険外診療部分】
全額自己負担

保険外併用療養費
3 割等の自己負担

【当該医薬品等】
差額自己負担

}②

⎫
⎬①
3 割等の自己負担
⎭

保険外併用療養費

※①経済性の評価に見合う価格までを保険適⽤と
同等の負担とし、
②当該価格を超える部分につい
ては⾃⼰負担。

保険給付

保険給付

3 割等の自己負担

3 割等の自己負担

OTC化された医薬品を単に保険給付から外
すと、
技術料や他の薬剤も含めて全額が⾃⼰
負担 ( 全て自由診療の扱い)となるため、
保険
外併用療養費制度を柔軟に活用。

3 割等の自己負担

【保険診療部分】

■ OTC化された医薬品の場合

【OTC化済み医薬品】【その他の技術料等】

【OTC化済み医薬品】【その他の技術料等】

〈柔軟な活用〉

● 外来受診時等の定額負担の導⼊

＋

〈新たな分類〉

保険給付と負担の見直し

● 薬剤⾃⼰負担の引き上げ

■経済性の面からの評価に見合う価格を超え
る医薬品等の場合

〈現行の仕組み〉

ない「選定療養」、患者からの申し出に基づいて保

と⽐べ、
定額負担は有効な⼿段」
などとしています。

保険外併用療養費制度の柔軟な活用・拡大として挙げられた方向性の案

〈現行の仕組み〉

医薬品・医療技術については、安全性・有効性に

新経済・財政再生計画と改革工程表2018における医療保険関係の主な改革検討事項
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全額自己負担

保険外併用療養費
3 割等の自己負担

※OTC化された医薬品についてのみ全額自己負
担とし、他の医薬品や技術料等は保険外併用
療養費 (保険給付 )とする仕組み。
（財務省の財政制度等審議会・財政制度分科会の資料に基づいて作成）
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際の定額負担を導⼊すべきとしたほか、
⼤病院の直

定額負担は診療報酬への上乗せに
ならない仕組みにすべきなどの案

接受診時の選定療養による定額負担については、
仕

⾼齢者となっている者についても、
数年かけて段階的

組みを⾒直すべきとしました。
かかりつけ機能の評価に係る診療報酬上のインセ

に2割負担に引き上げるべきというものです。

ンティブについては、
初診料の機能強化加算や再診

組みの見直しを求めています。
保険給付の効率的な提供に関しては、紹介状な

大病院の選定療養による定額負担は、
患者を適

料の地域包括診療加算が設定されていることを例に

く大病院等を受診した場合の負担の在り方につい

切に誘導するための施策として必ずしも効果が⼗分

挙げ、
患者にとっては加算による負担増がディスインセ

て、現行の仕組みの見直しを求める案などが挙がり

とは⾔えないとした上で、
定額負担分は病院独⾃の

ンティブとなる可能性を指摘しています。

ました。

収⼊となるため外来患者の増加が収⼊の増加につ

改革の方向性の案では、
「かかりつけ医のほうが

医療費適正化に向けた地域別の診療報酬の設

ながる構造だと指摘しています。
そのため、
定額負担

患者負担が⼩さくなるとともに、
病院の追加収⼊も⽣じ

定も、
保険給付の効率的な提供に関して挙げられま

適切かつ効率的な外来診療体制の提供を進める観

の対象範囲・⾦額をさらに拡⼤し、
診療報酬への上

ないことから、
より効率的なインセンティブを発揮し、
国

した。
地域別の診療報酬について、
具体的に活⽤可

点から、
かかりつけ機能の評価を整理しつつ、
かかり

乗せ収⼊とするのではなく保険財政の負担軽減につ

⺠医療費も増加しない」
といった仕組みが挙げられま

能なメニューを国として都道府県に⽰すよう求めてい

つけ医や、
かかりつけ薬局以外に外来受診等をした

ながるよう診療報酬の中で定額負担を求めるなど、
仕

した。
また、
かかりつけ機能を評価するためには包括

ます。

保険給付範囲の在り方で示した方向性と同様に、

払い形式が望ましいとの考え方も添えています。

初診患者数に対する紹介状なしの患者の割合
2017年10月 2018 年10月

75歳以上の自己負担割合を原則2割へ
引き上げるべきとの案も

定額負担の徴収

患者負担については、
75歳以上の自己負担割合

特定機能病院

37.7%

地域医療支援病院
(一般病床 500 床以上 )

地域医療支援病院
( 上記以外の許可病床 400 床以上 )
地域医療支援病院
( 許可病床 200 床以上400 床未満 )
その他の病院
( 許可病床 200 床以上 )

34.7%

2016 年 4月から義務付け

47.1%

42.7%

2018 年 4月から義務付け

45.7%

43.9%

病院の判断で徴収可能

67.8%

65.5%

病院の判断で徴収可能

を1割から2割に引き上げるべきとの案も、
昨年度まで

( 財務省の財政制度等審議
会・財政制度分科会の資料
＝出典：中医協の診療報酬
改定結果検証部会の調査
結果＝に基づいて作成 )

紹介状なく大病院等を受診する際の自己負担の在り方とされたイメージ
【現行制度】

※かかりつけ医を受診するほうが患者負担が大きく、
大病院は
直接受診の外来患者が多いほど収入増。
かかりつけ医に対する診療報酬の評価(加算)
かかりつけ医

負

患者負担増

担

＝

診療報酬

医療機関
の収入

大病院

保険給付

担

患者負担

負

診療報酬

医療機関
の収入

保険給付

担

＝

を定めることができる旨の法規定があるものの、
2006
年の法律改正でそれが規定されて以来、
これまで実
施例はないとし、
発動の要件やどのような内容の診療
報酬の定めが可能かについても都道府県に具体的
に⽰されていないとの指摘も挙げられました。

の議論に引き続き挙がりました。
世代間の公平性や

また、
2018年度からの国保改⾰により、
都道府県

保険制度の持続可能性を確保していく観点から、
で

は、
医療費の⽔準や⾒通しを踏まえた保険料設定と

きる限り速やかに75歳以上の後期⾼齢者の⾃⼰負

住⺠への説明責任を負うとともに、
医療提供体制の

担について原則2割負担にすべきとしています。

在り⽅と⼀体的な検討を⾏うことになる点や、
国保の

負担の引き上げは、
70歳〜74歳について段階的

都道府県単位化を機に、
地域別の診療報酬の活⽤

に2割への引き上げを実施したのと同様に、
75歳に到

を検討するなど医療費適正化に向けて積極的に取

達した後も⾃⼰負担割合を2割のままとし、
すでに後期

り組もうという都道府県も現れているとの見方も示され

現行の負担割合
現役並み
所得者

１割

かかりつけ医以外

保険財政負担軽減

患者負担

負

＝

診療報酬

保険給付

医療機関
の収入

患者負担

担

診療報酬

負

保険給付

医療機関
の収入

患者負担

担

診療報酬

保険給付

患者負担
負

＝

※かかりつけ医以外または⼤病院の受診
には、
診療報酬の中で追加の患者負担
を設ける。
追加負担額は、
かかりつけ医
以外、
大病院それぞれに設定。
かかりつけ医

医療費適正化の観点から、
地域ごとの診療報酬

ています。

【改革の方向性案】

病院の収入増
患者負担増

診療報酬を加算

患者負担増

＝

かかりつけ医以外

大病院受診時の
追加負担(選定療養)

地域別の診療報酬は
「国が活用可能なメニューを示すべき」

医療機関
の収入

２割

３割

その上で、
地域別の診療報酬の活⽤として考えら
すでに75歳に達してい
る者も、
数年かけて段階
的に2割に引き上げ

75 歳
以上

新たに
75 歳に到達

70 歳

75 歳 に達し
ても1割負担
にはならず、
2 割を維持。

３ 74 歳
割

69 歳
以下

1割→２割
2割

２割

見直しの方向性(案)

( 未就学児は 2 割負担 )

※ 1 割だった 70 歳～ 74 歳の負担割合は、2014 年 4月
以降 70 歳に到達した者から2 割負担とする段階的
な引き上げが実施され、2018 年度をもってそれが
完了し、2 割負担に統一された。

れるケースに、
次のような例を挙げました。
①医 療費の伸びが⾼く、
住⺠の保険料負担
が過重となる場合での診療報酬の1点単価
の調整
②⼊院医療費の地域差是正等の観点から
の、
特定の病床が過剰な地域における⼊院
基本料単価の引き下げ
③調剤業務の需要に⾒合わない供給増
（薬
剤師や薬局数の増加）
が⽣じた場合の調
剤技術料の引き下げ

（財務省の財政制度等審議会・財政制度分科会の資料に基づいて作成）
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CLOSE
医療界の動き

UP

①看護師の特定行為研修、 
時間短縮などで受講しやすく
〜厚生労働省令改正〜

今回の見直しは、特定行為および特定行為研修に

要な症例数を経験するものに限る）
」
に改められました。

特定行為のパッケージ化は、在宅・慢性期領域の場

す。医道審議会の保健師助産師看護師分科会の部

合で、
「気管カニューレの交換」
「胃ろうカテーテル若し

会が昨年 12月にとりまとめた「特定行為研修の研修内

くは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換」
「褥瘡

容等に関する意見」等を踏まえたものです。

又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の

同部会の意見では、①共通科目の研修内容につい

除去」
「脱水症状に対する輸液による補正」の 4 つの

て、基礎教育での既習内容や科目間の重複分の削

特定行為をパッケージ化した研修が可能となりました。

減、科目横断的に演習や実習を行うことによる研修内

これは、特定行為区分の中の一部の特定行為に対

容の精錬化を図り、各科目の内容と時間数を変更す

応する研修を免除できる仕組みが設けられたことにより

る、②区分別科目の研修内容について、共通科目との

ます。

研修内容の重複分を共通科目の中で学ぶこととする、
麻酔管理領域において、
それぞれ実施頻度が高い特
定行為をパッケージ化して研修できるようにする─ な
どとしていました。

共通科目の時間数の見直し
共通科目の内容
臨床病態生理学

時間数
改正前 改正後
45

30

臨床推論

45

けられている研修の共通科目の場合、臨床病態生理

フィジカルアセスメント

45

学が従来の45 時間以上から30 時間以上に、疾病・臨

臨床薬理学

45

床病態概論が 60 時間以上から40 時間以上に短縮さ

疾病・臨床病態概論

60

れたほか、従来は 30 時間以上の医療安全学と同 45

医療安全学

30

特定行為実践

45

改正では、全ての特定行為に共通するものとして設

時間以上の特定行為実践が、合わせて45 時間以上
に見直されました。
これにより共通科目は、計 315 時間
以上が 250 時間以上に短縮されています。
特定行為区分ごとに異なるものの向上を図るためと
して設けられている区分別科目については、研修時間
の短縮とともに、研修の取り扱いが、
「講義、演習または
実習により行う」から、
「講義または演習および実習
（必

合計

315

数の特定行為をパッケージ化して研修できるようにするなどの改正が行われました。研修時間
は、共通科目の場合、計 315 時間以上が 250 時間以上に短縮されています。研修のパッケージ
化は、在宅・慢性期、外科術後病棟管理、術中麻酔管理の 3 領域について可能になりました。

区分別科目の時間数の見直し
区分別科目名 ( 特定行為区分の名称 )

領域ごとに、実施頻度が高い特定行為を
パッケージ化した研修が可能

関する厚生労働省令等が一部改正されたことによりま

③在宅・慢性期領域、外科術後病棟管理領域、術中

内容重複分の削減などによって研修時間の一部短縮が図られたほか、特定行為区分が異なる複

40
45
250

（保健師助産師看護師法に規定する特定行為および特定
行為研修に関する省令の一部を改正する省令に基づく）

呼吸器 ( 気道確保に係るもの) 関連
呼吸器 ( 人工呼吸療法に係るもの) 関連
呼吸器 (長期呼吸療法に係るもの) 関連
循環器関連
心嚢ドレーン管理関連
胸腔ドレーン管理関連
腹腔ドレーン管理関連
ろう孔管理関連
栄養に係るカテーテル管理 (中心静脈カテーテル管理 ) 関連
栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理 )関連
創傷管理関連
創部ドレーン管理関連
動脈血液ガス分析関連
透析管理関連
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
感染に係る薬剤投与関連
血糖コントロールに係る薬剤投与関連
術後疼痛管理関連
循環動態に係る薬剤投与関連
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
皮膚損傷に係る薬剤投与関連

時間数
改正前 改正後
22
9
63
29
21
8
45
20
21
8
30
13
21
8
48
22
18
7
21
8
72
34
15
5
30
13
27
11
36
16
63
29
36
16
21
8
60
28
57
26
39
17

560
713
658

353
345
348
359
447
514
470
731
515
555
364
937
576
614
372

470
559
376

【参考】特定行為研修を修了した看護師の人数 ＝ ２０１８年９月末現在
  
（厚生労働省まとめ）

科目横断的に演習や実習を行い
研修内容を精錬化

看護師の特定行為に係る研修制度について、研修時間などの規定が見直されました。科目間の

領域別パッケージ研修の例
（在宅・慢性期領域の場合）

研修修了者の
実施の可否
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 気管カニューレの交換
〇
胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
〇
ろう孔管理関連
×
膀胱ろうカテーテルの交換
( 研修の免除 )
褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
〇
創傷管理関連
×
創傷に対する陰圧閉鎖療法
( 研修の免除 )
×
栄養及び水分管理に係る薬剤投 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
( 研修の免除 )
与関連
脱水症状に対する輸液による補正
〇
特定行為区分の名称

特定行為

色文字の項目をパッケージ化
した研修が可能

(以上、
保健師助産師看護師法に規定する特定行為および特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令に基づく)
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CLOSE
医療界の動き

UP

②外国人患者の受け入れで
医療機関向けのマニュアル

患者の受け入れのための医療機関向けマニュアル」が作成されました。厚生労働省の「訪日外
国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会」での議論を経て、政策科学推進研究事業に
よる
「外国人患者の受入環境整備に関する研究」の成果が取りまとめられたもので、厚生労働
省は、都道府県などを通じ、周知・活用を促しています。

〜背景に
「観光都市以外でも珍しくなくなった外国人の受診」
〜

院内体制整備のポイントや
場面別の対応例などを示す

概算医療費の事前提示や
キャッシュレス対応などを推奨

るための検査や治療内容の医師への確認方法、概算

対応していないクレジットカード会社の場合、銀行や

医療費の算出方式などに関して、方針やマニュアルを

ATMによってはキャッシング機能を利用できるケースが

整備しておくことを推奨しています。概算医療費を提示

あるとし、
クレジットカード会社と近隣の銀行、ATMの

近年、
訪日外国人旅行者や在留外国人の増加に伴

そのうち、体制整備に関する事項の中では、外国人

するのは、
全ての外国人患者か、
公的医療保険に加入

キャッシング機能について事前に調査し、院内で情報

い、医療機関を受診する外国人患者が増加していま

患者に対して事前に概算医療費を提示することや、未

していない患者のみか、支払い額が一定額以上にな

共有しておくことを推奨しています。

すが、特に最近は、都市部や主要観光都市以外のこ

収金が可能な限り生じないよう、
キャッシュレス決済の

る患者のみか、
といった選択肢を例示しました。

れまで外国人患者の受診がほとんどなかった地域で

体制を整備することなどを促しています。

また、
場面別対応の中では、
医療費の支払い方法を

キャッシュレス対応については、
クレジット決済、QR

確認し、必要に応じてデポジット
（前払い）
を請求すると

概算医療費の事前提示については、医療費が自己

コード決済などが挙げられるとした上で、
クレジット決済

いう方法も挙げました。医療機関が医療費を診察開始

負担となる患者には、検査や治療を行う前に医療費の

の体制を整えていても、対応していないクレジットカード

前に受領することを妨げる規定はなく、
デポジットを請求

マニュアルは、
こうした現状を踏まえ作成されたもの

概算額を提示し、充分な納得を得た上で診断・治療を

会社である場合や、診療費がクレジットカードの上限利

することも可能としています。

で、在留資格を持って日本に在留している
「在留外国

進めることが推奨されるとしたものです。医療費に関す

用額を超える場合が考慮されると指摘しています。

人患者」
と、
観光や仕事で日本滞在中に病気やけがの

るトラブルの実例から、海外旅行保険の未加入などの

ために治療が必要となった「訪日外国人旅行者患者」

ために支払いが困難となったケースだけではなく、
医療

を対応の対象としています
（医療目的で日本の医療機

費の説明が不十分であったため、外国人患者やその

関を受診する外国人患者は対象外）
。

家族が不信感を抱き、
支払いに消極的になる事例も少

も、外国人患者の受診が珍しくない状況であると指摘
されています。

マニュアルでは、外国人数の推移などを含めた外国

なくないとしています。

人患者に関連する制度や、患者の円滑な受け入れの

また、場面別対応の中では、
スムーズに概算医療費

ための体制整備のポイントのほか、受付時や検査・診

を提示できるよう、
あらかじめ、
自院の「訪日外国人旅行

察・治療、
医療費の請求・支払いなど、
場面別の対応例

者患者」向けの価格設定方針や、
どのような場合に概

も紹介しています。

算医療費を提示するかの判断、概算医療費を計算す

外国人患者を受け入れた病院の 2 割弱で未収金が発生 ～厚生労働省の調査～
厚生労働省が行った「医療機関における外国人患者の受入に係る実

また、訪日外国人旅行者に対する医療費の設定については（有効回

態調査」の結果によると、2018 年 10月の 1カ月間に、外国人患者の受

答 4,899 病院）
、約 90％の病院が、診療報酬点数表を活用して1 点あた

け入れがあったとした病院は 1,965 病院で、調査に回答した病院の約

り10 円（または消費税込みで 10.8 円か 11 円）
としていました。

49％でした（全ての病院を対象に調査し、回答率は約 47％）
。
外国人患者を受け入れた病院のうち、外国人患者による未収金が発

一方、医療通訳・電話通訳・自動翻訳デバイス等による多言語化の整
備状況については、回答があった 5,611 病院のうち 846 病院（15.1％）

生したのは 372 病院（18.9％）
で、未集金の発生件数は平均 8.5 件、未収

が、
タブレット・スマートフォン等のデバイスを含めた、いずれかの方法

金の総額は平均42万3千円でした。未収金は、請求日から1カ月を経過

で整備していました。

しても診療費が全額支払われていないものとして調査したものです。
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外国人患者の受け入れのための医療機関向けマニュアルの内容
（目次）
第１章  外国人患者に関連する制度
1 医
 療機関における外国人患者受入れ体制整備の重要性
2
3
4
5
6
7

外国人数の推移、
外国人患者受入れ状況の実態把握、
外国人に関連する政府の施策

在留資格 ( ビザ )
日本の医療制度の紹介
海外旅行保険
外国人患者受入れ医療機関
医療通訳の標準カリキュラム基準・認証制度
応招義務

第２章  外国人患者の円滑な受入れのための体制整備
8 感染症対策

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

21 情報提供
22 医療紛争

第３章  場面別対応
23 受付の場面

職員の受けておくべき予防接種について、外国人旅行
者から受診の問い合わせがあった場合の対応 / 受付を
する時、患者の症状に応じた感染対策を行う、患者の動
線の設定と待合室での患者の配置、診療時の留意点、
診察後の対応、入院時の対応

｢外国人患者の受入れに関する体制整備方針｣の決定
医療費の設定
医療費概算の事前提示
キャッシュレス対応
通訳体制の整備
院内文章の多言語化

マニュアルの整備
院内環境の整備
宗教・習慣上の対応
外部機関との連携・協力
研修
外国人患者受入れ医療コーディネーター／担当者・
部署の設置

24
25
26
27
28

外国人患者の対応可能な言語や来院目的の確認、診
療申込書の記入依頼と必要情報の収集、海外旅行保険
やその他の海外の民間保険を保有している場合の保険
情報の確認方法、支払いに関する事前説明、概算医療
費の算出および提示、支払い方法や患者の要望の確認
およびデポジット( 前払い ) の請求、問診票の作成依頼・
確認

検査・診察・治療の場面
入院・退院の場面
診断書の作成・交付
医療費の請求・支払い
処方箋の発行
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CURRENT TOPICS

介護医療院の制度化初年度の開設は
41都道府県に150施設で約1万床
2018年4月に介護保険上の新たな施設類型として創設された介護医療院は、制度化初年度の1年間で
150施設・10,028床の開設に至ったことが、厚生労働省のまとめで明らかになりました。開設は、病院の
介護療養病床からの転換が最も多く、療養床数ベースで約65％を占めています。一方、独立行政法人・福
祉医療機構の調査によると、2018年度の開設計画が、自治体との調整や病床転換に係る手続きなどの

それによると、
33病院のうち、
調査時点で6病院が

ろもあるとしています。

実際に介護医療院へ転換していました。主に介護

行政手続きに関しては、複数の部署と同時並行

療養病床（療養機能強化型A）からⅠ型介護医療

的な調整が必要なことから、想像以上に時間を要

院に転換している中で、
「療養病棟入院料2」の2病

することが多いと指摘しました。

棟を、
療養病棟入院料1とⅡ型介護医療院のそれぞ

一方、
経営状況の見通しについては、
調査による

れ1病棟・1療養棟へ転換する選択もあったとしてい

転換事例等から把握する限り、介護療養病床から

ます。
これと類似したケースは、転換を検討中の病

の転換は、
移行定着支援加算を除けば増益と減益

院や、療養病棟入院料2の病棟を2病棟有する病

したケースが入り混じっているようだと考察していま

院が「当面転換しない」
としながらも将来の選択肢と

す。転換に伴い、一時的に患者受け入れをやめて

していた事例にみられたとしています。

いた影響から入所利用率が回復しなかった一時的

また、2019年度および20年度中の転換を予定し

な要因によるものや、病棟の一部分割転換で看護

ている病院は12施設で、
2019年度中の転換を予定

職員配置や夜勤職員配置がこれまで以上に必要と

占めていました。
その他の転換元の病床は、
医療療

している病院の中には、18年度の早い段階から予

なり、人件費負担が増えたケースは減益となった反

養病床で2018年度診療報酬改定後の療養病棟入

定していたものの、
自治体との調整や、転換に関す

面、療養病棟入院料1とⅡ型介護医療院の組み合

院基本料1または2の算定病床が832床、医療療養

る補助金を利用する場合の手続きなどに時間を要

わせなどで増収を実現できたケースがみられる、
な

厚生労働省が、都道府県、政令市、
中核市等か

病床で同改定後の診療報酬の経過措置が適用さ

した結果、
スケジュールが19年度にずれ込んだとこ

どとしています。

らの介護医療院の開設状況報告を取りまとめたとこ

れている病床が723床、診療所の介護療養病床が

ろによると、2019年3月31日現在で、
Ⅰ型92施設、
Ⅱ型

111床などとなっています
（以上、
22ページグラフ）
。

関係で19年度にずれ込んだケースもある、などとしています。

介護療養病床と介護療養型老人保
健施設からの転換が8割以上

55施設、
Ⅰ型・
Ⅱ型混合3施設の計150施設が開設さ
れていました。療養床の総数は10,028床で、1施設

療養床の数は、2018年6月末以降、3カ月間にお
おむね2,000床前後のペースで増加しています。

当たりに換算すると約67床となります。療養床の内
訳は、
Ⅰ型が6,858床で、
Ⅱ型が3,170床でした。
地域別の開設状況は、
療養床数でみると福岡県
が931床で最も多く、次いで北海道761床、山口県
622床、富山県598床、静岡県552床などとなってい

転換との組み合わせで療養病棟入院料の
ランクアップも ～福祉医療機構の追跡調査～
独立行政法人・福祉医療機構は、
貸付先の病院

ます。施設数では、北海道15施設、
山口県10施設、

を対象に行った「療養病床の今後の方向」に関す

富山県・岡山県9施設、
福岡県8施設などの順で、
未

るアンケート調査で介護医療院への転換意向を示

開設は6県でした
（以上、
22ページ表）
。

していた33病院について、
その後の状況をみる調

介護医療院への転換元の病床等は、病院の介

査の結果を公表しました。2017年8月の調査で回答

護療養病床からが6,491床、介護療養型老人保健

した病院に対し、2019年1月から3月にかけて事後

施設からが1,833床と、
この両者で全体の約83％を

調査を行ったものです。

る。介護療養型医療施設または医療療養病床から介護医療院に転

日常的な医学管理、看取りやターミナルケア等の医療機能と、生活

換する場合には、基準の緩和があるほか、介護報酬では、転換後 1

施設としての機能とを兼ね備えたものとして創設（2018 年 4 月1日

年間に限り算定可能な｢移行定着支援加算｣（93 単位 /日）が設けら

制度化）。介護療養病床の療養機能強化型相当のサービスを提供

れるなどの促進策がとられている
（ただし同加算は、2021 年 3 月末

する｢Ⅰ型｣と、老人保健施設相当以上の｢Ⅱ型｣の 2 類型があり、そ

までの時限措置）。

れぞれに応じた人員・設備・運営基準等と介護報酬が設定されてい

北 海 道

青 森 県
岩 手 県
宮 城 県
秋 田 県
山 形 県
福 島 県
茨 城 県
栃 木 県
群 馬 県
埼 玉 県

施設数 療養床数
15

761

滋 賀 県

0

0

大 阪 府

2
0

30
0

1

42

2

35

1
1
1
4
3

18
60
37

312

山 梨 県
長 野 県
岐 阜 県
静 岡 県
愛 知 県
三 重 県

広 島 県

299

1

114

80

徳 島 県

愛 媛 県

148

4

532

2

622

125

熊 本 県

6

長 崎 県

552

鹿児島県

1

48

宮 崎 県
沖 縄 県
全国 計

3
4
0

8,000

介護療養型老人保健施設 1,833 床

6,000

4,000

931
231
215
211

2,000

0

7

245

150

10,028

1

医療療養病床〈注 1〉 832 床

130

102

8

その他 4 床 ( 新設 1床を含む )
医療療養病床
（診療所）34 床
介護療養病床
（診療所）111床
医療療養病床〈注 2〉 723 床

175

3

7

307

5

合計
10,028床

361

佐 賀 県

福 岡 県

大 分 県

36

86

3

9

10,000

444

240

215

6

2

97

4

3
1

0

高 知 県

320

4
1

岡 山 県

0

3

0

598

石 川 県

島 根 県

306

2

9

富 山 県

鳥 取 県

4

香 川 県

130

0

和歌山県

466

2

35

2

新 潟 県

奈 良 県

0

1

10

神奈川県

1

兵 庫 県

0

山 口 県

1

東 京 都

京 都 府

施設数 療養床数

232

千 葉 県

福 井 県

介護医療院
長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ要介護者を対象とし、

介護医療院の開設状況
（2019年3月31日時点） 転換元の病床種別と数
（2019年3月31日時点）

100

0

介護療養病床
（病院）6,491床

〈注１〉2018年度診療報酬改定
後の療養病棟入院料 1または
2 を算定している病床。
〈注２〉同改定後の看護職員配
置に係る経過措置が適用され
ている病床。
（厚生労働省のまとめによる）
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薬局経営/ 薬剤師業務のための
医療関連情報をピックアップ

薬剤師以外の者に 実施させることが可能な業務について要件等を示し明確化
～厚生労働省が基本的な

薬剤師が調剤に最終的な責任を有するという前提で、薬局において薬剤師以外の者に実施させること
が可能な業務についての基本的な考え方が整理され、一定の要件を満たす場合、PTP包装医薬品の必
要量を取りそろえる行為などは薬剤師以外の者が実施しても差し支えないことが明確にされました。厚
生労働省が
「調剤業務のあり方について」
（2019年4月2日付）
を都道府県などに通知して示しました。今
後さらに、具体的な業務に関して整理し、別途通知するとしています。

考え方を整理し通知、薬剤師の対人業務の充実へ～
お薬カレンダーを確認する、③薬局において調剤に
必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から

また、
今回の通知は、
薬剤師以外の者に実施させ

取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が

ることが可能な業務の基本的な考え方を示したもの

行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤の郵送

であるため、具体的な業務に関しては、別途通知さ

等を行う─を挙げました。

れることになっています。薬局における対物業務の

当該業務の実施に係る手順書の整備と
が届く場所で、
薬剤師以外の者が、
処方箋に記載さ

最終的な責任を有する薬剤師の指示に
基づき、
3つの要件を満たす場合
通知では、
調剤に最終的な責任を有する薬剤師

研修の実施が求められる

効率化に向けた取り組みの推進に資するよう、
情報
通信技術を活用するものも含め、
有識者の意見を聴
いて整理し、
通知するとされています。

れた医薬品（PTPシートまたはこれに準じるものによ

こうした取り扱いに関し、
薬局開設者に対しては、

薬局において、薬剤師以外の者が実施できる業

り包装されたままの医薬品）
の必要量を取りそろえる

業務手順書の整備や研修の実施を求めています。

務の明確化には、審議会の検討結果による指摘な

ことと、薬剤師による監査の前に行う一包化した薬

薬剤師以外の者に業務を実施させる場合には、保

どが背景にあります。厚生科学審議会医薬品医療

剤の数量を確認することを挙げました。

健衛生上支障が生じるおそれのないよう、
組織内統

機器制度部会が「薬機法等制度改正に関するとり

の指示に基づいて、薬剤師以外の者が実施できる

一方、
薬剤師以外の者が、
軟膏剤、
水剤、
散剤等

制を確保して法令順守体制を整備する観点から、

まとめ」
（2018年12月25日付）
の中で、
薬剤師の対人

のは、①薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実

の医薬品を直接計量、混合することは、
たとえ薬剤

当該業務の実施に係る手順書を整備するとともに、

業務を充実させる観点から、医薬品の品質の確保

施される、
②薬剤師の薬学的知見も踏まえ、
処方箋

師による途中の確認があったとしても、薬剤師法第

当該業務を実施する薬剤師以外の者に対する薬

を前提として対物業務の効率化を図る必要がある

に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、

19条に違反すると指摘しました。
ただし、
これは、調

事衛生上必要な研修を行うなどの措置を講じる必

としていたことなどです。調剤機器や情報技術の活

結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の

剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣

要があります。

用等も含めた業務効率化のために有効な取り組み

及ぶことがない、③当該業務を行う者が、判断を加

旨ではないとしています。

える余地に乏しい機械的な作業である ─を全て

調剤行為には該当しないため、薬剤師以外の者

満たす業務だとしています。
この場合も、調剤した

でも実施できる行為（適切な管理体制の下に実施）

薬剤の最終的な確認は、薬剤師が自ら行う必要が

の例には、①納品された医薬品を調剤室内の棚に

あります。

納める、
②調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダー

これらに該当する業務の具体例には、
薬剤師の目

や院内の配薬カート等へ入れる、
電子画像を用いて

◉厚生労働省通知
「調剤業務のあり方について」
で示された内容
（抜粋）
のイメージ表記

薬剤師
最終的な責任を有する

業務の指示

調剤した薬剤の
最終確認を実施
※軟 膏 剤、水剤、散
剤等の医薬品を直
接計量、混合する
ことは、薬剤師に
よる途中の確認が
あったとしても薬
剤師以外の者は
実施できない。
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細は、
今回の通知では示されていません。

Mesa 2019 Summer

■満たす必要
がある要件

薬剤師以外の者

●指示を受けて実施できる業務
□処方箋に記載された医薬品（PTPシートまたはこれに準じる
ものにより包装されたままの医薬品）の必要量の取りそろえ

□薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認

①薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施
②薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影
響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害が及ばない
③当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業である

なお、業務の手順書と研修の内容等に関する詳

の検討を進めるべきと指摘していました。

健康サポート薬局は1,355 施設に   ～2019 年 3月までの都道府県への届出数～
かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を備えた
3 月末時点の数）との比較では、全薬局数 59,183 施設
薬局のうち、地域住民による主体的な健康の維持・増
の約 2.3％に当たります。
進を積極的に支援する薬局としての要件を満たして
届け出た「健康サポー
ト 薬 局 」の 数 は、2019
●都道府県別の健康サポート薬局の届出数（2019 年 3 月 29 日時点）
年 3 月 29 日 時 点 で 全
薬局数
薬局数
薬局数
薬局数
国 1,355 施設となりま
北海道
70
東京都
142
滋賀県
14
香川県
16
した。厚生労働省のま
青森県
16
神奈川県 80
京都府
12
愛媛県
15
とめによります。
届出数が多いのは、
岩手県
9
新潟県
30
大阪府
143
高知県
6
大 阪 府 143 施 設、東 京
宮城県
19
山梨県
9
兵庫県
19
福岡県
52
都 142 施 設、神 奈 川 県
秋田県
21
長野県
24
奈良県
10
佐賀県
7
80 施 設、北 海 道 70 施
山形県
10
富山県
12
和歌山県 34
長崎県
15
設、埼玉県 68 施設 ─
福島県
34
石川県
14
鳥取県
3
熊本県
36
などの順でした。
茨城県
43
岐阜県
20
島根県
6
大分県
20
健康サポート薬局の
栃木県
20
静岡県
23
岡山県
29
宮崎県
9
数は、厚生労働省の衛
群馬県
27
愛知県
40
広島県
39
鹿児島県
17
生行政報告の直近デー
埼玉県
68
三重県
21
山口県
21
沖縄県
4
タによる薬局数（2018
年 10 月公表の 2018 年
千葉県
53
福井県
6
徳島県
17
計
1,355
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日本のクリニック最前線を訪問

診療活動や経営管理
いろいろ

医療法人やすらぎ会

いがらし内科外科クリニック
福島県 郡山市

「和を以て尊しと為す」
を大切に
医療と介護で
住み慣れた地域での暮らしを支援
JR 郡山駅から車で 15 分ほどのところにある医療法人やすらぎ会 いがらし内科外科クリ
ニック。約 1,700 坪の広い敷地には 2 年前にリニューアルしたクリニックを中心に、デイケ
アなどの介護施設や、雨の日でもクリニックから傘を差さずに行ける調剤薬局が集まって
います。同法人理事長の五十嵐忠行先生
（68 歳）
は自医院での診療に加え、地域の医療レ
ベルの向上や、医療と介護の連携にも尽力。その取り組みなどをご紹介します。

五十嵐先生は、
山形県尾花沢市の銀山温泉に近い、
無
医村の出身です。
「当時、お年寄りの看取りはすべて自

りにも役立っているとのことでした。
さらに、消化器科の開業医と勤務医との少人数で、
「GUT
（消化管）研究会」も立ち上げました。
「郡山市の
胃がん検診に内視鏡検診が導入されたことをきっか

●

内視鏡診療と在宅訪問診療を軸にした
クリニックを開業

診療所と総合病院との連携の窓口となるきっかけ作

けに、消化器専門以外で開業した先生にも声をかけ、
内視鏡による基本的な検診診断技術の向上を図りま
した。また、総合病院の消化器専門医の先生方にも加
わっていただき、時には極めて珍しい症例の検討まで
行うこともあり、楽しみながら会を続けています」
。会

2017 年に建坪 500 坪のクリニックを新築し、2019 年 4

員は 25 人、年に 6 回開催し、5 年前からは、その時の研

月には歯科を開設、
さらに10 月には整形外科を新設予

究会でのいち押し症例の内視鏡写真をもとに、カレン

定と、
新たなステージへと入っています。
「外来患者 1日

ダーも作成しているとのことです。

150 人、在宅医療患者 200 人、上部下部内視鏡年間 5,000

介護部門では、介護保険制度の施行と同時に、介護

件以上、マンモグラフィー年間 5,000 件以上。相当がん

保険サービス事業を開始。訪問看護ステーション、通

ばっているかなぁ」
と語る五十嵐先生。
現在のスタッフ

所リハビリテーション、居宅介護支援事業所、地域包

は、
医師 7 人、看護師 23 人、
臨床検査技師 6 人、放射線技

括支援センターを開設しました。さらに、これらの各

師 3 人、医療事務 8 人、理学療法士・作業療法士・言語聴

種事業所の連携を深めるため、
「在宅医療支援、住み慣

覚士 3 人、ケアマネージャー 8 人。介護スタッフを含め

れた家での看取りまで」をキャッチフレーズに、
「チー

ると、
全体で 70 人を超える大所帯となっています。

視鏡としては、内視鏡的止血、ポリープ切除、十二指腸

ムやすらぎ」を立ち上げました。また、年に 4 回の講演

乳頭切除術、胆道鏡などに取り組み、腸管洗浄液を用

会と事例検討会を開催し、多職種の連携を深めるとと

。患者さんや家族への寄り添い
「和を以て尊しと為す」

いた前処置法を県内で初めて導入したのも自分たち

もに、介護レベルの向上に努めています。会には、在宅

方、
「EBM 研究会」
「GUT 研究会」
「チームやすらぎ」な

でした」
と振り返ります。

診療を行っている開業医、歯科医、調剤薬局、地域包括

ど、院内外のさまざまな取り組みは、まさにこの言葉

支援センター、居宅介護支援事業所を中心に、さらに

の実践といえるでしょう。

ようやく実績が認められてきた 1991 年の春、突然、

宅で行っていました。
また私自身も、4 歳の春に敗血症

五十嵐先生に大きな出来事が起こります。自身が胃が

は介護施設までも含む、郡山市内の 300 を超える施設

から慢性骨髄炎を患い、小学・中学・高校時代は病弱で

ん全摘手術を受けることとなったのです。その後、完

から、
毎回 100 〜 150 人の参加者があります。

入退院を繰り返し、
大変な苦労をしました。
そのことが

治とされる 5 年を経過した 1996 年に開業を決意。
「消

医師になる動機となりました」
と振り返ります。

化器がんの早期発見」と
「看取りまで行う在宅医療」の

開業前の 1988 年から、郡山市内の基幹病院に勤務
し、消化器科の充実に努めました。ここでは、同時に着

ソファーには、同クリニックのテーマカラーであるグリーンを使用。中待合室
も、
ゆったりとした落ち着いた空間になっている。

2 つを、事業目標としました。出身地の医療環境や、自

五十嵐先生がスタッフにかける言葉があります。
●

医療法人やすらぎ会

いがらし内科外科クリニック

診 療 科 目：内科／胃腸・消化器内科／乳腺外科／外科／
循環器内科／神経内科／漢方内科／歯科
理 事 長：五十嵐 忠行
院
長：二瓶 光博
所 在 地：福島県郡山市並木二丁目12-7
U
R
L：http://www.yasuragi-web.com/

建物を増改築、
整形外科、
歯科を
新規開設するなど新たなステージへ

身の闘病生活から導いた開業だったのです。



任した若い 5 人の医師たちで、①上部内視鏡による診
断と治療内視鏡、② 1 人法による大腸内視鏡検査、③
肝臓がんの選択的血管造影法を用いた早期発見と血
管内塞栓療法 ─ の 3 つを目標にかかげ、福島県内で
はいち早く電子内視鏡を導入しました。
「 上部治療内

地域の医療と介護レベルの向上を
目指して勉強会を立ち上げる

趣味は幅広く、
県大会に出場するほどの腕前の囲碁のほか、
将棋や麻雀など。
「今は時代

「開業すると勉強する機会が減り、閉じこもってし

小説、
特に同郷の藤沢周平の作品が好きで、
代表作
『蝉しぐれ』
は10回以上読みました。
ま

まう人が多い」と、強く感じていた五十嵐先生は、数人

た、
池波正太郎の3部作は3回以上、
北方謙三の
『水滸伝』
から始まる全51巻は、
10年かけ

の仲間と
「EBM 研究会」を立ち上げました。
「EBM の
E は
『evidence』ではなく
『experience』の頭文字です。
研究会は年 3 回程度、おいしい料理を食べながら行っ
ています。いろいろな診療科の開業医が、科を問わず
に経験しておくべき症例を中心に始めました」
。現在、
2017年増改築した、
いがらし内科外科クリニック。1日150人ほどの患者さん
が訪れる。
中でも乳腺外科には、
遠く仙台や宇都宮から来院する患者さんも。
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囲碁に読書、
野菜作りと、
好奇心旺盛で多趣味

理事長
Profile

会は 50 回を超え、会員は開業医のほか病院勤務の医
師も含め、40 人程度となりました。この会は、会員の

て読破。
このほか、
陶芸品収集や草花をはじめとする園芸、
山菜採りも好きです。
ゴルフにも
随分熱をいれましたが、
下手になりました」
とのこと。最近は野菜作りに興味があり、
取材時に
クリニックの脇で売られていた大根は、
関連施設の利用者と一緒に作ったものでした。
「リタイ
アしてすることがないおやじたちを集めて
『おやじ野菜』
を作りたい。売れれば小遣い稼ぎになる
し、
彼らの生きがいにもなるかな」
と、
いろいろ考えるのが楽しいのだとか。
「 東京に住んでいる
たった一人の孫に、
会いに行ったり来たりするのも大きな楽しみ。年寄りを元気にするのは孫
や

が一番」
と笑みを浮かべる五十嵐先生は、
すっかり一人の好々爺になっていました。

い が ら し

ただ ゆき

五十嵐 忠行

理事長

1951年山形県生まれ。1978年福島県立
医科大学卒、
同大学第一内科入局。1988
年財団法人星総合病院内科に勤務。
1996
年いがらし内科クリニック開業、
1998年医療
法人やすらぎ会設立、
1999年いがらし内科
外科クリニックに名称変更。医学博士、
日本
内科学会認定内科医、
日本消化器内視鏡
学会専門医、
日本医師会認定産業医、
郡山
市漢方研究会会員、
介護支援専門員。
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