中央社会保険医療協議会

診療報酬基本問題小委員会座席表

L2は 起鼎 置2∞

[繁 置壁雛 ■肌

庄■ ■●●長

中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会 (第

︒
□

旬刺 ＝
菫菫

:

平成 21年 6月

目

於

厚 生労働 省

闘 饉● 席
関 係者 露
口 儡●需
口 係書 席・日比 書クラブ
日比 谷クラブ

一

般

傍

聴

席

)

題

0

基本診療料 に つい て

O

その他

10日

(水 )

厚 生 労働省
専 用第

議

厚 生労働 省

135回

議事次第

綺 働淋

︲者国
日Ｈ＝＝＝同国︱

小林 (自 )牛 丸

l

18〜 20会 議室

中 医 協

入院料等について②

診

‑1

21. 6. 10

Ⅱ 病院勤務医の負担軽減の実態調査 について
[調 査対象 ]

平成 20年 度診療報酬改定 においては 、産科・′児科対策、救急医療対策、
「病院
病院勤務 医 の 負担軽減 の 取組等 に つい て重点的な評価 を行 つた 。今般 、

「ハ イリスク
・施設調査 :「 入院時医学管理加算」、
「 医師事務作業補助体制 加算 」、

勤務 医 の 負担軽 減の実態調査 Jの 結果 が報告 された ことに伴 い 、その結果 を
用 いて 入院時医学管理 加 算 、医師事務作業補助体制 加 算 、ハ イ リス ク分娩管

・医師責任者調査・医師調査 :上 記
「施設調査」の対象施設 に 1年 以上勤務している

lヽ

分晩管理加算 」のいずれかの施設基準 の届出をしている全ての病院 (1,151施 設 )

診療科責任者及び医師

理加算 に ついて検討す る。
[回 収 の状況]

第

1

有効回収数

は じめに

44.8%

施設調査

I

入院料等 につ いて

入院基本粗

入院の際に行われ る基本的な医学管理、看護、療養環境 の提
供 を含む一連 の費用 を評価 したもの。簡単な検査、処置等 の費
用 を含み、病棟の種別、看護配置、平均在院 日数等 によ り区分
され ている。
なお、療養病床の入院基本料 につ いては、その他の入院基本
料 の範囲 に加 え、検査 、投薬、注射 及び簡単な処置等 の費用 が
含まれ ている。

入院基本料等加算

特定入院料

人員の配置、特殊な診療の体制等 、医療機 関 の機能等 に応 じ
一
て 日毎又は一入院毎に算定する点数。
集中治療、回復期 リハ ビリテーシ ョン、亜急性期入院医療等
の 特定の機能 を有す る病棟又は病床 に入院 した場合に算定す る

:
:

点数。入院基 本料 の範囲 に加え、検査、投薬、注射、処置等 の
費用 が含まれ ている。

有効回収率

389

医師責任者調査

2。

医師調査

4,227
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Ⅱ 要件 ごとの分析

入院時医学管理加算

1

算定要件の概要

調査客体数

入院時医学管理加算 120点 (1日 につき、14日 を限度)
平成20年 度診療報酬改定において、従来の要件を廃止し、地域の 中核病

56入 院時医学管理加算の届 出状況

図表

院として、十分な人員配置及び設備等を備え、産科、小児科、精神科等を含
む総合的かつ専門的な急性期医療をいつでも提供できる入院機能、及び地
域 の他 の 医療機関 との連携体制 に基づく外来 の縮小等の勤務医の 負担軽
減 のための取組を評価するため、新たな要件を設定した。
[算 定要件

]

,

/

■届出をしている

口現在は届出なし、
今後届出を行う

□届出をしていない

口無回答

1特 定機能病院・専門病院入院基本料を算定する病院以外の病院であること
2急 性期医療を行うにつき十分な体制が整備されていること
図表 3施 設基準届出状況別施設数 (入 院時医学管理加算届出施設)

(1)産 科、小児科、内科、整形外科及び脳神経外科に係る入院医療を提供していること
(2)精 神科 による24時 間対応力t可 能な体制が取られていること

3病 院勤務医の負担の軽減に資する体制が整備されていること

施設数

構成割 合

すべての施設基準の届出あり

66.2%

(1)外 来診療を縮小するための体制を確保 していること

(入 院時医学管理 加 算 +医 師事務作業補 助体制 加 算)届 出あり

16.2%

(2)病 院勤務医の負担の軽減に資する計画 (例 :医 師 0看 護師等の業務分担、医師 に対す

(入 院時医学管理カロ
算 十ハイリスク分娩管理加算)届 出あり

14.90/●

る医師事務作業補助体制、地域医療機関との連携体制、外来縮小計画等)を 策定し、職

2,7%

入院時医学管理加 算のみ届出あり

100.0%

合計

員等に対して周知していること
・ (3)特 別な関係にある医療機関での勤務時間も含めて、勤務医の勤務時間を把握するとと

図表

もに、勤務医負担の軽減及び医療安全の向上に資するための計画を策定し、職員等に

0%

10%

20%

30

4

開 設 主体

40%

50%

60■

対して周知していること(例 :連 続当直は行わないシフトを組むこと、当直後の通常勤務に
ついて配慮すること等)

4急 性期医療に係る実績を相当程度有していること
入院患者 のうち、全身麻酔件数が年800件 以上であること 等

入院時医学管理加算
届出施設 (F74)
■日立

口公立

口社会保険関係団体

目医療法人

●公的
口個人

田学校法人

口その他の法人

口無回答

急性期医療 を行 うための十分な体制

(2)

24時 間の救急医療提供体制
回表6・ 7施 設基準届出要件 (入 院時医学管理加算届出施設、n=74)

(1)各 診療科 における入院医療の提供
図表

9標 榜している診療科 (入 院時医学管理加算算定施設、n=74)

20.

40.喘

60.∝

80.∝

1∞

.0■

第2次 敦急

ー
救命救急センタ

ー
高度救命救急センタ

67.6

ー
総合周産期母子医療センタ
27.0

無 回答

そ の他

教急科

皮膚科

泌尿 器科

耳鼻 咽喉 科

眼科

霜神科

循環器科

消 化器科

産 婦 人科
産 科 ．婦 人

小 児科

脳神経外科

整 形外 科

外科

内科

(3)24時
図表

間 の調剤 、画像診断及び検査 の 実施体制

1024時 間の診療体制等 (入 院時医学管理加算届出施設 n=74、 複数回答

)

(2)逆 紹介等率

病院勤務医の負担の軽減に資する体制― 外来縮小

(1)初 診 の選定療養 に係 る実費徴収

回表 281か 月の入院患者数 (入 院時医学管理加算届出施設、n=52)
平均値

全体
(n=74)

■ある

口ない

①新規入院患者数

n=52
n=52

②救急搬送により緊急入
院 した息者数

n=52
n=52

③退院患者致

n=52

0診 療情報提供料を算定

□無回答

した退院患者敗

⑤転帰が治籠 であり通院
の必要のない退院患者敗
⑥月末在院患者数

⑦逆紹介等率
(④ +⑤

図表

)/③ X 100(%)

n■

52

n=52
n=52

準差
標偏

図表 58初 めに係 る選 定療養 (実 費徴収 )の 状況

最大饉

最小饉

中央値

19年 10月

900.9

395.4

2̲595.0

176.0

8560

20年 10月

908.0

394.6

2,619.0

172.0

842.0

19年 10月
20年 10月
19年 10月
20年 10月
19年 10月
20年 10月
19年 10月
20年 10月
19年 10月

152.8

豊

5340

126.5

485.0

1325

890.0

375.3

2,501.0

145.0

855.0

930,3

391.7

2592.0

157.0

850.0

2

119:9

6‖ .0

25'.0

155̀3:

765.0
306.0

195。

5■ 5

66.3

:2FI.7

119.9

440.0

184.4

178.5

0.0
133.0

1.063.0

豊 ≦ 巨

レ

422.0

巨

60初 診に係る選定療養 (実 費徴収 )の 1回 あたりの金額 。分布 (n=67)
40.0%

10∞ 円未満

60.0%

80.0■

1000

〔
参考〕回表

5
■■

271か 月の外来患者 数 (入 院時医学管理加算届 出施設
平均値

1000円 以上〜2000円 未満
20∞ 円以上〜30∞ 円未満
30∞ 円以上〜40∞ 円未満
40∞ 円以上■5∞0円 未満
5000円 以上

ゴ
‑28.4

①外来患者数 (初 診)
②外来患者延べ人数 (再
診

標準偏差

最大値

n=71)

最小値

中央値

19年 10月

2,623.9

1,258.4

7,153.0

643.0

20年 10月

2,478.8

1,183.1

6,560.0

865.0

2.4770
2.3130

19年 10月

19,9859

9,862.5

60.927.0

1,3190

19.554.0

201「 10月

1、

168.0

17.878.0

19,345.8

9̲4984

58,772.0

③救急搬送による外来患
者延べ人数

19年 10月

444.0

621.7

3̲126.0

243.0

20年 10月

415.0

576.6

3,123.0

232.0

④選定療養の実費徴収を
行つた患者数

19年 10月

672,3

4724

2,05210

631.0

20年 10月

633.6

429.1

1,934.0

6250

19年 10月

2.0%

)

⑤③/(① +② )
⑥④/①

20年 10月

1.9%

19年 10月

25.6%

20年

25.6%

10月

ヽ︱﹁︱ノ

ｒｌ ｌ ｌ ｔ

〔
参考〕図表 16紹 介率 (入 院時医学管理加算届出施設 F67)
平均値

標準偏菫

最大値

平成 19年 10月

最小値

中央値

97.5

平成 20年 10月

57.2

Ⅲ 議論
【
論点】
1.総 合的かつ専門的な急性期医療をいつでも提供できる入院機能を評
価するという当初の目的を果たしているか。

2.施 設基準等の要件は妥 当なものとなつているか。

(3)

地域連携室の設置
図表

1024時 間の診療体制等 (入 院時医学管理加算届 出施設、n=74)

0■

10%

20%

30■

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
幽

入院時医学管理加算
届出施設 (F74)

■ある

4

口ない

14■

口無回答

急性期医療 に係る実績
(1)全 身麻酔、手術の件数
図表

61平 成 20年

参考〕検証部会 における評価
〔
検証部会 にお いて、入院時医学管理加算 については、届出数 が平成 20年 7月

10月 1か 月間の手術件数 (入 院時医学管理加算届出施設、n=68)

1日 現在、88施 設 と少ないこ とが指摘 され、病院勤務 医の負担軽減 につ ながる

平均値

①全身麻酔

n=68
n=66
n=64

(件 )

②人工心肺を用いた手術

(件 )

)

⑦緊急帝王切開

(件 )

)

n=63
n=65

n=68
n=68

標準偏差
117.2

中央値

182

D.4

2

51.6

̲39.4

43

26.8

28.4

413.7

425.6

47.1

29.2

凋

6.0

よう見直 し等 について検討す る必要 があるとされた。

352
′■

③悪性腫瘍手術 (件 )
④腹腔鏡下手術 (件
⑤放射線治療 (体 外照射法)(件
⑥分娩 (件 )

′′ 206.6

6

10

[̲̲̲̲̲̲̲̲̲―
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医師事務作業補 助体制加算

I

要件 ごとの分析

1

要件の概要

調査客体数
図表 62医 師事務作業補助体制加

医師事務作業補 助体制加算 (入 院初 日)

=の

125対 1補 助体制加算 355点
250対 1補 助体制加算 185点
375対 1補 助体制加算 130点
4100対 1補 助体制加算 105点

届出状況

全体
(n3516)

(対 届出一般病床数比での医師事 務作業補助者の配置数による)

■届出をしている
口届出をしていない

平成20年 度診療報酬改定において、病院勤務医の負担軽減を図るため、
地域の急性期医療を担う病院において、医師事 務作業補助者を配置してい
る場合の評価を新設した。
[算 定要件]

1

口現在は届出なし,今 後届出を行う
口無回答

図表 3施 設基準届出状況別施設数 (医 師事務作業補助体制加算届出施設)

地域の急性期医療を担う病院であって、医師が必ずしも自ら行う必要のない書類作成等
の業務 について、医師以外の者に担わせることができる体制が整備されていること

2 ‑般 病床に入院した患者について、入院基本料等加算 (入 院初日)と して評価する
[施 設基準]

施設数

すべての施設基準の届出あり

145%

ていること。その計画に基づき、診療科間の業務の繁日の実情を踏まえて、専従の医師事

35%

(入 院時医学管理加算 +医 師事務作業補助体制加 算 )届 出あり
(医 師事務作業補 助体制加算 +ハ イリスク分娩管理カ
ロ
算)届

1病 院勤務医の負担軽減に資する計画を策定し、院内掲示を行い、職員等に対して周知し

25.4%

出あり

医師事務作業補助体制加算のみ届出あり

56.6%
100.0%

合計

務作業補助者を配置していること。加えて、新規 に医師事務作業補助者を配置する際には
最低6ヶ 月の研修 (職 場内研修を含む。)を 実施し、実際 に病院勤務医の負担軽減に資する
業務を遂行できる体制であること

2医 師事務作業補助者の業務範囲については、
「医師及び医療関係職と事務職員等との間
等での役割分担の推進についてJ(平 成 19年 12月 28日 医政発第 1228001号 )に ある、
「2役 割分担の具体例

(1)医 師、
看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担 1)

書類作成等」に基づき、院内規程が整備されていること3加 えて、
「診療録等の記載につい
て」(昭 和63年 5月 6日 総第 17号 等 )、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な
取扱いのためのガイドライン」(平 成 18年 4月 21日 医政発第0421005号 等)、「医療情報

構成割合

留糀憾臓脚暑
■目立

回公立

口公的

口社会保険関係団体

日医療法人

口個人

N学 校法人

口その他の法人

口無回答

システムの安全管理に関するガイドライン」(率 成 19年 3月 30日 医政発第0300033号 )等
に準拠した体制が整備されていること

4以 上の計回、体制整備に係る院内規程を文書で届け出ること
●乙

医師事務作業補助者 の配置

急性期 医療 を行 う体制
図表 6・

7

施設基準届出要件 (医 師事務作業補助体制加算届出施設、n=339)
0.01

20.0%

40.0%

600%

80.0%

図表 65医 師事務作業補助体制加算の種類

100.0

救命敦急セ
"―
高度救命救急セ

0.0%

全体 (n=339)2.9ヽ

"―
小児救急医療拠点病院

3.2■

■25対 1補 助体制加算
ー
総合周産期母子医療センタ

図表

1か 月の入院患者数

平均値

①新規 入院患者数
②救急搬送により緊急入
院 した患者数

③退院患者数
④静療情報提供料を算定
した退院患者数
⑤転帰 が治蘊であり通院
の必要のない退院患者数

⑥月末在院患者数

n=322
n=322
n=297
n=297
n=322
n=276
n=228
n=228
n=322
n=322

19年
20年
19年
20年
19年
20年
19年
20年
19年
20年
19年
20年

10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月

70医 師事務作業補助者の配置状況 (複 数回答

(医 師事務作業補助体制加算届出施設 )

5342
/

準差
標僣

図表 28

口50対 1補 助体制加輝 口75対 1補 助体制加算

口100対 1補 助体制加算 口無回答

5.3%

4143
4139

92̀ ノ
前

5347

最小値

中央値

2,5950
2.6190

380

4175
4160

200%

40.0%

600%

病院全体でまとめて配置している

6090

91σ

ヽ

0.0%

最大値

906

580.0

62.0

400.8

2.501.0

414.9

4155
4250

107.5

132.8

2̲5920
1,0140

1249

154.8

931.0

特定の診療科 に配置している

675

7500

特定の病棟に配置している

1096

743.0

265.8

169.8

1,0630

2310

260.6

165.0

1,024.0

226.5

特定の医師に配置している

その他

無回答
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50対 1補 助体制加算 (n3142)
75対 1補 助体制加算 (n■ 5)
●1∞ 対 1補 助体制加算 (F90)

14

)

4

医師事務作業補助者の業務 内容

図表 75医 師事務作業補助者の従事状況
〜③医療の質の向上に資する事務作業〜

図表 71 医師事務作業補助者の従事状況
〜①診断書などの文書作成補助〜
全体 (n=339)
25対 1補 助 体制
加算 (n=lo)

全体(n→ 39)

50対 1補 助 体制
加算 (n=142)

25対 1補 助体制

加算(n=lo)

75対 1補 助体制
加算 (n=85)

50対 1補 助体制
加算 (■ =142)

100対 1補 助 体制
加算 (n=9o)

75対 1補 助体制

加算 (F85)

■あリ

1∞ 対 1補 助体制

ロなし

口無回答

加算 (F90)
■あリ

ロなし

口無回答

図表

1 医師事務作業補助者の従事状況

〜④行政上の業務
0%

回表 73医 師事務作業補助者の従事状況
〜②診療記録への代行入力〜

10%

(救 急医療情報システムヘの入力等)〜

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90■

全体 (n=339)
25対 1補 助体制
加算(n=lo)
50対 1補 助体制
加算 (n=142)

全体(n■ 39)

75対 1補 助体制
加算 (n=85)

25対 1補 助体制

100対 1補 助体制
加算 (n■ o)

加算(n=lo)
50対 1補 助体制

加算 (F142)

■あリ

75対 1補 助体制

加算 (n■ 5)
1∞ 対1補 助体制
加算 (n=9o)

■あリ

ロなし

15

口無回答

ロなし

口無回答

100%

Ⅲ 議論

業務範囲の明確化、個 人情報保護
図表

79医 師事務作業補助者の業務範囲の明確化

論点】
【

1.地 域の急性期医療を担う病院における病院勤務医負担軽減 に資する
ものとなつているか。
全体(F339)

2.施 設基準等 の要件は妥当なものとなつているか。

25対 1補 助体制

加算(n=lo)
50対 1補 助体制

加算 (F142)
75対 1補 助体制

加算 (n=85)
!00対 1補 助体制

加算 (F90)

■院内規程等で明確にしている 口暖昧な部分がある ●その他 口無回答

図表

幌

1

80個 人情報保護上の問題発生 の有無

2

3∝ 4∝ 5喘 6幌 7喘 80X 9い 10喘

全体輛→39)
25対 1補 助体制

加算(n=lo)
50対 1補 助体制

加算 (n=142)

参考〕検証部会 における評価
〔

75対 1補 助体制

加算 (F85)
0.0%

100対 1補 助体制

加算 (nョ o)
■発生していない

口発生した

口無回答

検証部会 にお いて、実際に負担軽減策 の一環 として業務分担 を進 めてい
る項 目について、「診断書、診療録・ 処方せ んの記載 の補助」、「主治医意見
書 の記載 の補助」等 ある程度 の効果 が認 め られ るもの もある。特 に後者 の
二つは多 くの医師 が負担 だと感 じてい る業務 であ り、それだけに業務分担
の効果 が大きく表れた と思われ る。今後 も引 き続 き更なる改善策 の検討 が
必要だ と考えられ るとされた。
18

第

4

ハ イ リス ク分娩管理加算

Ⅱ 要件 ごとの分析

1

算定要件 の概要

調査客体数
図表

ハ イリスク分娩管理加算(1日 につき)2,000点 (改 定前 1,000点 )
合併症等 に よ リリス クの 高 い分娩 を伴 う妊産婦の入院 について 、平成

81ハ イリスク分娩 管理加算の届出状況

18年 度診療報酬改定 において 、ハ イ リス ク分娩管理加算 を新設 し、診
療報酬 上の 評価 を行 つた 。

全体
(n3516)

さらに 、平成 20年 度診療報酬改定 に お いて 、勤務医の負担軽減につ
なが るよ う、
勤務医 の 負担軽減 のための計画作成 を義務付 けるとともに、

口届出をしている
●届出をしていない

評価の引き上 げ、対象疾患あ拡大 を行 つた 。

口現在は届出なし、
今後届出を行う
口無回答

[対 象者 ]

妊娠 22週 から32週 未満の早 産、40歳 以上の初産婦 、分娩前のBMIが 35以 上の初産婦、
図表

妊娠高血 圧症 候群重症 、常位 胎盤早期剥離 、前置胎盤 、双胎間輸血症候群、心疾患、糖尿
病 、特発性 血 小板減少性紫斑病 、自血病 、血友 病、出血傾 向及び HⅣ 陽性等 の妊 産婦
[施 設基準等 ]

3

施設基準届出状況別施設数 (ハ イ リスク分娩管理加算届出施設 )
施設数

すべての施設基準の届出あり

158%

35%

(入 院時医学管理カロ
算 +ハ イリスク分娩管理カロ
算 )届 出あり

病院勤 務医の負担 の 軽減 に資する体制 が 整備されていること

構成割合

スク分娩管理加算)届 出あり
(医 師事務作業補助体制加算 +ハ イリ
ハイリスク分娩管理加算のみ届 出あり

27.7%
52.9%

1000%

合計

図表
0%

10%

20%

30%

40%

4

50%

開設 主体
60%

70%

ハイリ
スク分娩管理加算
届出施設(L‑310)
■日立

口公立

口公的

目社会保険関係団体

日医療法人

口個人

N学 校法人

口その他の法人

口無回答

ｎｖ

20

分娩件数 と算定回数
図表

83、

図表 29030産 婦人科医師数

84分 娩件数・ハイリスク分 娩管理加算算定回数 (n=266)
平均値

平成 19年 3月
平成 19年 9月
平成 19年 10月
平成 20年 3月
平成 20年 9月

分娩
件数
(件 )

算定
回数
(回 )

標準偏差

最大値

平成 19年 10月

最小値

中央値

常 動

615.0

52,7

517.0

非常動

618.0
631.0

46.0

47.7

平成 20年 10月

男 性
女 性
男 性
女 性

常勤

615.0

平成 20年 10月
平成 19年 3月
平成 19年 9月
平成 19年 10月
平成 20年 8月
平成 20年 9月

(ハ イリスク分娩管理加算届出施設)

非常勤 n=193

n=277、

646.0
119.0

4

医師の勤務状況

163.0

図表 106診 療科別 直近 1週 間の実勤務時間 (平 均)(医 師)

253.0

平成 20年 10月

Q0

231.0

400

800

時間

全体

3

従事者数
図表

内科

20職 員数 (ハ イリスク分娩管理加算届 出施設、n=298、

精神科

常勤換算 )

小 児科

平均値

標準偏差

最大値

最小値

中央値

外科

19

医師

136.8

1334

8066

937

脳神経 外科

年

看護 師・保健師

372.1

2212

1,0720

3582

整形外科

10

助産 師

月

准看護 師

０
２ ︲年

医師

1418

1383

7996

975

看護 師・保健師

386.6

229.9

1,0741

371.9

1816

０
１

助産師

産科・産婦 人科

医師責任者
(n=2389)

医師
(n■ 227)

198.6

月

准看護師

21

22

図表

図表 110 1か 月あたり平均当直回数 (医 師)

46負 担軽減策の取組み状況(施 設基準届出別

)

〜⑤ 当直後の通常勤務に係る配慮〜
回
3.00

1.00

G.00

7.00

全体 (n■ 895)
全体
(n=516)

内科 (F1030)

入院時医学管理加算
届出施設(F74)

精神科 (n=92)
小児科 (‐‑356)

l

l

l

l

l

l

l

医師事務作業補助体制
加算届出施設 (n■ 39)

外科 (n=500)
脳神経外科 (n3217)
取り組んでいる

面

整形外科 (F372)

救急科(F86)
その他 (n3814)
診療科不明 (n39)

5

勤務医負担軽減 の取組み
図表 382負 担軽減策の取組み状況(施 設基準届出別)
〜①医師 。
看饉師等の業務分担〜

帖

3喘 401 5喘 6喘 70% 8" 9幌 10幌

1眺 2

全体
(n=516)
￨

入院時医学管理加算
届出施設 (F74)

￨

l

!

:

￨

l

l

l

￨

1

￨

1.4

l

l

l

医師事務作業補助体制
加算届出施設 (n■ 39)

■取り組んでいる
И計画にない
□無回答

口計画にあるが、
取り組んでいなし
■その他

つ０

24

計画にあるが、
取り組んでいなし

Ⅲ 議論
【
論点】
1.リ スクの高い分娩を伴う妊産婦の分娩管理の評価という目的に合致し
たものとなっているか。

2.施 設基準等の要件は妥当なものとなつているか。

診 ‑2
21. 6。 10

中医協

主な施設基準 の届出状況等

(上 段 :医 療機関数/下 段 :病 床数)

・特定機能病院及び専門病院入院基本料を算定する病棟を有する病院以外の病院

入院時医学管理加算 急性期医療を行うにつき十分な体‖が整備されている
。
■院勤務目の負担の軽減に資する体‖が整●されている 等

ヽ
イリスク分娩管理加算

専ら産婦人科又は産科に従事する常働医師が3名 以上配置
常勤の助産師が3名 以上配置
1年 間 の 分 娩 実施 件 敗が 120件 以上で、実 施 件数 ■ を当跛保 険 医療機 関 に掲 示

中 医協

診

‑3

21. 6. 10
※算定要件等について誤解があると考えられるものには下線を引いている。

1.施 設票
4‑① …2)‑1

「医師事務作業補助体‖」の具体的な取組み内容

○診断書・診療録・処方せん 。主治医意見書等の作成の補助

参考資料
勤 務 医 自由記 述 欄 【抜 粋 】

・診断書、診療録、処方せんの作成。診察 した医師が最終的に確認す ることを条件に、医
師事務作業補助者 が医師の補助者 として記載 を代行す ることを可能 と した。
・ 介護保険・ 生活保護要否意見書・ 生命保険診断書・ 事故診断書な どの文書作成補助.
°主治医意見書の作成 (介 護保険法関係 )。 主治医が最終的 に確認 し署名す ることを条件に、
医師事務作業補助者 が医師 の補助者 として主治医意見書 の記載 を代行す ることを可能 と
した。
・ 生活保護要否意見書、訪問介護指示書などの作成補助.
・診断書作成補助、紹介状返書作成補助 など。
・ 入院診療計画書・退院診療計画書の患者基本情報 の記載、入院証明 の患者基本情報 の記
載な ど。
○オー ダー補助
・オー ダー補助

(予 約・検査など)。

スキャナ、生活保護、介護意見書等作成補助.

・診察や検査 の予約。 医師 の正確な判断・指示にもとづいてい るものであれば、医師 との
協力・ 連携の下、医師事務作業補助者が医師 の補助者 としてオー ダ リングシステムの入
力を代行することを可能 とした。
・ 検査オー ダー等 の入力 を してい る。
・ 外来予約業務 の代行入力。
0外 来診療サポー ト (各 種検査伝票記入)。
〇診療デ ー タ等 の入力、管理
・入院 医療統計な どの入力補助。
・ 病棟での検査デー タの入力業務等.
・病院情報 システ ムヘ の病名代行入力

(整 形外科・ 産科・ 婦人科).
。電子 カルテか らの コス ト入力、処置行為、入退院処理.
。医師 の指示 に関するオーダー入力代行業務.医 師の指示 による診断書・ 紹介状等 の作成。

電子画像 を取 り込み、電子カルテに保存.診 療内容 のデ ィクテー シ ョン。DPC入 力代行.
〇行政上 の業務べ の対応
。行政上の業務へ の対応 を医師 の指示 の下に行 う。救急医療情報 システ ムヘ の入力.感 染

0施

症のサーベイ ランス事業な ど。

設基準対象外.

・ 院内がん登録等 の統計、調査.
〇標榜診療科等 について要件を満た していない
○学会・カンファ レンス準備等
。医師研修 の資料づ くり。

・ 精神科を標榜 していないことなど体制が整 つていないため.

・ カンファ レンスの資料 づ くり。

・ 届出要件である 「脳神経外科」 がないため。

・ 症例検討会や 臨床研修医勉強会のためのデ ータ準備 .

・施設基準を満た さないため

・精神科、小児科、婦人科、産科 の標榜 が困難
(脳 神経外科が休止中)。

・精神科 の標榜 がな く、24時 間の対応 が不可能なため。
・産科がないため.

4‑②

その他 の医師の 負担軽誠策
○全身麻酔の件数 について要件 を満た していない
・ 全身麻酔の手術 が基準に満たない。

○外来分離・ 外来縮小
。一般外来はサテ ライ トク リニ ックで実施 している。救急患者 や検査 目的、外来 リハ ビ リ

・全身麻酔 800件 以上 の基準を満た さない。他 も現時点では満 た さない項 目が数か所あ り。

訓1練 者、健康診断 OMド ック)は 病院で実施 と機能分化をはかつている。
○逆紹介患者 と治癒患者 の割合について要件 を満たしてい ない

・ 平成 20年 12月 よ り、土曜 日を原則休診 とした。
。医師会を中心 とした小児輪番制 により、小児患者 の分散を図 つてい る。

・施設基準を満 た してい ないため

・ 外来の縮小。初診 における選定療養 の実費徴収.
。外来縮小 の取組み (初 診時の保険外併用療養費 の導入、逆紹介率の向上等).

(直 近 1カ 明

の総退院者数 の うち、退院患者紹介加算を

算定する退院患者数お よび転帰が 「治癒」で通院の必要がない患者数が
一

・ 初診 における選定療養の実費徴収額の引上げによる外来縮小。

4割 以上 とい う

施設基準)。
。治癒率が 4割 に満たないため.
・診療情報提供料

(I)の 「注 7Jの 加算 を算定する退院患者及び転帰が治癒であ り、通院

の必要のない患者数が総退院患者数 の 4割 以上がクリアで きない。

○外来 の完全予約制等 の導入
・ 完全予約制 (一 部 の診療科)の 実施、平 日午後 (10月 23日 。記念 日)の 休診。
。紹介予約制 を原則 とし、診療予約は、担 当部門が一括 して受付を行 つてい る。

○選定療養の実費徴収 について要件 を満た していない
。選定療養の届出を していない。

○地域連携 の推進
○複数の要件 を満た してい ない

・ 地域医療連携 による逆紹介 の推進。
。医療連携体制 の強化 (登 録医制度 の推進、各種 セ ミナーの開催等)。

・精神科、小児科 の標榜な し。選定療養の届出なし。

・ 地域連携室にお いて退院調整 を行 い、病病連携・ 病診連携 に努めてい る。地域医療機 関
との更なる連携強化を図るため、地域連携 室に MSW(地 域医療連携担当)1名 を配置。
´

5‑① ‑1

入院時医学管理畑算の届出を していない理由

。当院の体制上、施設基準を根本的 にク リアできないため

(診 療科、全身麻酔件数等)。

・全身麻酔の手術件数 60件 /月 、薬剤師 の 当直体制、画像診断お よび検査の 24時 間実施
は経済的に成 り立たない。
ら
「24時 間の救急医療提供」 に係 る部分 と 「外来縮小へ の取組み」部分等。
・ 施設基準を満 た していないため.特 に施設基準の全身麻酔手術が件数不足。 また、選定
療養を徴収 していない。

○施設基準を満 た さない

(詳 細についての記述がない)

・施設基準を満 た さない。
・ 施設基準上、体制 の整備ができていないため.

・標榜診療科、全身麻酔の患者数を満た していない。
・小児科医がいない。精神科 の 24時 間対応連携 がとれてい な い。治癒率 40%は 現状では困
難こ

・ 全身麻酔要件 を腰推麻酔 と合 わせて 800件 以上 としてほ しい。
。自治体病院 の救済 としては良いが 、民間でも公的な役割 を果 た してい る病院 もある。そ

・脳神経外科 の標榜、精神科 についての 24時 間診療対応、初診に対する選定療養 の届出に
よる実費徴収等 を行 つてお らず、施設基準 の要件を一部満たせないため.
。標榜科 目が 要件 に不足 してい る、全身麻酔が年 間 800件 に満たない、薬剤師 24時 間体制

もそ も機能分化 を推進 しているのであれば、これ こそ地域 の事情に合わせ るべ きである。
。診療情報提供料等を算定する割合 (4割 以上)の ハー ドルが高 い。

な ど、施設基準 に適合 していない。

。施設基準の要件緩和 を要望す る。
○そ の他

・小児科が集約 を されてきてい るのが現状 であ り、小児科入院医療 の提供の要件 を改善 し

・ 特定機能病 院 であるため届出不可能L

てほ しい。
・精神科は 24時 間体制 でなくても診療できる体制があればよいのではないか。
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・ 急性期入院 =DPC病 院 は医療機能 を高度 に しているため、病院の機能 と医師数な どでの

・施設基準のハー ドルが高すぎて、基準を満 たす医療機関 が限定 され る。
入院 時医学管理加算 についての課題・問題点等

。一般的に入院患者 が退院す る場合は、退院後 の経過観察を行 うことか ら 「転帰 Jの 「治

評価に してほ しい。
・転帰が治癒であ り、通院 の必要の ない退院患者 の割合が 4割 以上 とい う要件 の緩和。
。医師不足 の現状 で、地方 では集約化 による地域医療、特に救急医療 を守 っていることと

癒」は該当 しない。現場 の実態にそ ぐわない施設基準である。改善を要望 したい。 (※ )
。
「転帰 が治癒 で通院 の必 要ない患者 が 4割 以上」とい う条件について、もともと腎不全、
心不全な ど慢性 かつ重症 の患者 を診てい る場合、入院理 由が 「肺炎 Jな どでその ものは

矛盾 している。
。現在、外来縮 小計画、外部の 医療機 関との診療分担 の推進等 の要件 を検討 中。外来縮小
の要件 は、現状 では不可能である。外来縮小 で も病院 が成 り立つ保険点数でない と無理

̲

・ 全国一律の 基準でな く、過疎 の地域には基準を低 くしてほ しい。

￨

「治癒Jと なつて も原疾患 のため通院 になる場合、「治癒」 になるのか。「治癒」 となら
ない場合、別 の病気で急性期 の対応 してい るため、上記 のよ うなケースは 「治癒」 にす

である。 120点 のみでは診療補助要員も雇用は困難である。
゛施設基準の設定 (退 院後 の再来率)が 厳 しい。
・ 退院後、1回 程度 の通院 を認 めてほ しい。

ることはできないか。
・ 小児科医の確保、術後 の患者 の転院

(逆 紹介)等 地域によ り、病院 の努力だけでは達成

が難 しい ものを基準に入れ ることについて疑間がある。
。医師 への補助業務 の内容 が煩雑 であ り、本来行 つては な らない看護業務 の補助、物品運

1
￨
1
￨
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搬な どの区別 がつ きに くい場合 がある。
。以前 は、入外比率がネ ックにな り届出ができなかった。改正により条件が変更 とな り算
定できるよ うになったが、今 後、条件 が変更にならない ことを望んでい る。
・ 在院 日数 の短縮化

(医 療費 の縮小)に

医師事務作業補助体制加算の届出をしていない理 由
○特定機能病院 であるため
・特定機能病院 であるため。
・ 特定機能病院 であるため、届出できない。

より、早期退院が求め られてい る中、例 えば手術

後 に抜糸まで入院 させ ることな く退院 とし、退院後に 1度 だけ通院す るケース も多 く、
このようなケー ス も 「治癒 」 と準ず る取扱 い としてほ しい。 また、診療情報提供料につ

○ コス トが見合 わないため

いて も、200点 加 算 がない ものについて も、対象 としてほ しい。

・ 事務員の人員 を確保 しようとす ると収益に見合 わない
すれ

￨ :Lふ
1

ti↑ 藉ぶ雀鼻屁 IIttlttLり 、千
ー
"%→
"シ
適 当と考える。
。以前 は取得 していたが 、改正に より取れな くな り減収 となった。医師数 は十分なのに、
が 高すぎ税

晰 が

産科又は婦 人科 ・ 小児科 。精神科を取 り扱 つていないため、救急や外科系の過大な労働
に対する評価 を されず、「産科又は婦人科 。小児科 。精神科」の勤務医だけの評価では不
合理.

￨二

(コ

ス トパ フォーマンスが悪 い)。

t税

I喜 :彙 lIF‖
・ 医師事務作業補助体制加算

3の 算定 を前提にシミュレー シ ョンを行 つたが、当院 の病床

比率では 3名 必要であ り、支出が加算点数 を上回 つたため断念 した。
。人件費を賄 えるだけの診療報酬を得 られず、財政状況 も厳 しいため.
・ 不採算のため。余剰人員 がいないため。

○施設基準を満た していないため
。施設基準に合致 しない項 目がある

(年 間緊急入院患者数が 200名 以上の実績なし)・

〇その他
・配置 してい る医師事務作業補助者 の実態 の雇用形態は、業務委託であ り医事専従配置及
び限定業務 の施設基準に抵触 しているため.

ない。算定対象 の見直 し及び点数ア ップを希望す る.
・外来の医師事務作業補助体制加算を新設 してほ しい。
○他 の業務へ の拡大を して欲 しい、専従を外 して欲 しい
。レセプ ト等 の医事業務 を行わせたい。
‐
。
「専従」等 の要件は、外 してほ しい。

・ 勤務 医負担軽減検討委員会で討議 した結果、医師全体に影響す る業務の軽減を図るため
には 、人的投資 よ り、システ ムの投資 において効率を図ることが最善の方法であると結
論 が 出たため.

○業務範囲が明確 でない
。具体的な業務内容の判断に困る場合 がある

(ど

こまで行 つて よいのか).

・届出に必要な規程類、院 内体制 、研修計画等の未整備。
・院内 の コンセ ンサ スがま とま らない。

・事務作業の範囲をもつと明確 に してほしい。

・ スタ ッフの確保ができていない。

○届出要件が厳 しい
。点数化 され る以前より外来や病棟 へ配置 し取 り組んできたが、届出要件 が厳 しい と思わ
れる。

6‑⑩

医師事務作業補助体制加算についての課題・ 問題点等

・
○診療報酬が見合わない
。人件費 に対す る診療報酬 のバ ラ ンスがかけ離れてい る。業務内容 の制限を拡大すべ きで

〇その他
。当院では、厚生労働省 が 「医師及び医療関係職 と事務員職員等 との間等 での役割分担 の
推進について

(医 師が患者 の搬送、画像 フィルム検査デ ータ等 の整理 を行 う場合があ る)。

(医 政発第 1228001号 平成 19年 12月 28日 )で 提案 しているような医療
の
従事者 負担軽減策は①電子カルテ及びオー ダ リングシステム、自走台車 システム導入

・ 医師事務作業補助者 を雇用す るに見合 つた点数制度 に してほしい。25対 1の 体制が整 つ

②医療 クラー クの配置③ メ ッセ ンジャー業務委託④患者給食業務委託⑤病棟助手・ベ ッ

ある

てい るにもかかわ らず、救命救急センター等 の病院 の種別で区分 され るために、より低

トメイキング業務委託⑥洗濯業委託等により実施済み である。 この ように先駆的に施策

い基準 (50対 1)で しか届出がで きない とい うのは、医師 の負担軽減策 としての観点か

を実施 してい る医療機関が、報酬の恩恵を受けることので きない制度 の施設 要件は見直

らは合理性に欠 けてい るのではないか。
・ 医師には大変喜ばれてい るが、人件費 と加算 点数を比較す ると赤字 なので、点数の改定

補助者 の医師専従 の施設要件 を撤廃 してほ しい。 当院では、 これ以上の医師業務 の代わ

を要望す る。
・ 現状 の診療報酬 では、常勤 の医師事務作業補助者 を雇用す ることは困難。専門性 の高い
職種 であ り、優秀な人材 の確保 の面か らも、具体的な評価に基 づい た診療報酬 の増加を
検討 してほ しい。

しが必須 である。 これ らの補助施策実態から制度 に対す る意見・ 要望 としては、①作業
りを事務担 当者 が行 うことは難 しいが、看護師 が医師 の業務 を負担 し、看護師 の業務を
看護助手 が負担す ることは可能 と考える。 したがつて 、医師事務作業補助者 を医師 務
専従 とす るので はなく医療従事者の専従 (専 任 )と すれば、補助す る可能性 はより広が
ll「

るし、事務作業補助者 を配置す る病院 としても効率的な運営 を図ることが可能 となる。
②作業補助者 の 限定業務 を拡大 して欲 しい。 上記の とお り、効率的 で柔軟 に医師及び専

○算定対象を広げてほ しい
。医師事務作業補助は一般病棟 のみだけではな く、外来での業務な ど限定す るものではな

従者 の負担軽減 に資する こ と及び作業補助者の効率的活用を図るため施設要件 の限定業

いため、一般病棟 のみを加算で行 うと患者負担 も含 め公平性 に欠けると考える。加算方

件を撤廃 してほ しい。医師事務作業補助体制加算で算定 され る報酬 は、あま りに少ない

法 の再考が必要ではないか。また、1人 の人件費分にもな らないため、診療報酬 のア ップ

といわ ぎるを得ない。算定 され る報酬で業務委託以外の選択 とい えば派遣社員 の雇用も

を期待す る。
・ 医師 の事務作業 としては、再入院の患者や外 来患者 に関す る業務 もあるのに、算定要件
が新規入院患者 に限定 されてい ることが疑間である。 また、点数上のメ リッ トもあま り

務を拡大 してほ しい。③報酬 の見直 し

(増 )及 び労働時 間、雇用形態 の業務委託除外要

しくは、 アルバ イ トの雇用 となるが派遣社員 の雇用 には報酬が見合 わず医療機関の持ち
出 しとな り、アルバイ トの場合は、スキルを持った人材 の安定確保 は難 しい上、週 4日
かつ 32時 間勤務 の縛 りでは、雇用者の扶養家族 としての税法上の枠 を超 えて しま うこと

に よ り雇 用 され る者が雇用に難色を示す場合 が多い。 さらに、人材派遣での 医師事務作
業補助業務 は派遣法の 26業 種 の対象 とならない ことか ら 3年 後には解雇 も しくは直接雇
用 しなければな らない。雇用形態 による病院に対す る様 々な障害 。影響を考慮 し、ま り
柔軟 な雇用体制が選択できるよう制度を改定いただ きたい。
・ 病院勤務 医 の負担軽減 を図るため、地域 の急性期医療を担 う病院にお いて、医師の事務
作業 を補助す る職 員 を配置 している場合 には、「医師事務作業補助体制加算Jが 適用 され
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ハイ リス ク分娩管理加算についての課題 0問 題点等

〇診療報酬 の引上げを希望
・加算点数が実務内容 に比べて不足 しており、適応拡大、増額が必要。
・ 診療報酬点数 の引上げを望む。
・施設基準が厳 しい割 には対象疾患が少なく点数設定が低 い。

るが、特 定機能病院である大学病院は除外 されてい る。救急や周産期 の患者 を受け入れ
るな ど、医師 の過重労働 を少 しでも軽減 させ るため、本加算 の適用を要望す る。
・ 医師事務 作業補助者 の作業範囲は広 く、専門知識 も必要 とされ ることが多いが、補助者

(若

cesarean i VBAC)を

適応に加 えて欲 しい。VBAC

は子官破裂 の危険 もあ り、大変なハ イ リス ク分娩 にもかかわ らず、算定項 目にない。前 1

を育成す る機 関が整備 されてい ない。
・医療業務

○適応対象の拡大
。
既往帝王切開後経腱分娩 (vaginal助山 after

しくは医療従事)経 験者でない と、なかなか困難な事務である

か月では取得 は難 しい)。 できれば看護師等、国家免許所持者 が適任 である

(研 修期間 6
(実 際に患者

回帝王切開の妊婦が VBACに 成功すれば、その次 も VBACが できる可能性が高まる。
VBACを 増やす ことは患者 の利益になるとともに、帝王切開を減 らし、医療費削減にも
つなが るため、是非、検討 してほ しい。

をみ ることができる方)。

・算定対象 となる疾患の拡大をお願 い したい。現在は保険対象 となる合併症 を有する疾患
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ハ イ リスク分娩管理加算の届出をしていない理由

ニアや 腹壁破裂 な ど外科的疾患、染色体異状な ど)は 出生直後 よ り小児科医や小児科医

○産科 がない
。産科 を標榜 してい ない。

の集中管理が必要 となるため分娩立会いを行 う必要があ り、分娩に関わる医療者の数は

・婦人科 は外来診療 のみであ り、分娩等 の入院を受け入れていない。

多 くなるため加算 が必要 と思われ る。
・8日 間 の算定 しかできないが、状態 によりもつと長時間管理が必要で入院治療 を行 つてい

・産科 を休止 してい るため.
・産科廃止 (H18.H月

のみ となってい るが、双胎妊娠 の経腔分娩、既往帝 王切開後 の経腔分娩 (い わゆる VBAC)
は、分娩 の安全管理 のため医師、助産師の負担 は通常 の出産に比べ大 きいため、対象 と
してほ しい。 さらに出生前診断 された胎児先天異常 (先 天性心疾患、先天性横隔膜ヘル

る場合 もあるため、算定期間の延長 を希望する。

)。

・ 多胎妊娠 も適用範囲に してほ しい。

・循環器専門病院 のため。

・ 他院 よ りの搬送症例や早産症例 は妊娠週数 に関係 な くハイ リス ク分娩管理加 算 の対象 と
○要件 を満た してい ない
。要件 を満 た してい ない

してほ しい。子宮 内胎児発育不全、多胎妊娠、胎盤機能不全、羊水異常 も対象 としてほ
(常 動産科医師 1名

)。

・産科再開に伴 い、施設基準を満 た していない。
・ 産科常勤医 3名 の配置 がない。
・ 以前 (H20.9)ま では届出を していたが、医師の退職 により、施設基準 (3名 の常勤医師)

しい。
・①前回帝王切開 の分娩管理 も加 える。②投薬を受け ている精神科疾患妊婦 も加 えてほ し
い。③ 「糖尿病 (治 療 中)」 は、食事療法を行 つてい る妊娠糖尿病 を含めて明記 してほし
い。④ 「′
b疾 患

(治 療 中)Jは

、治療中の内容があい まいで、た とえば、投薬 を受けてい

NYHA Ⅱ度以上 とか、

確保 が満 た されな くな り、辞退 を余儀 なくされた。産科医師不足 の折、補充医師の見込

なくて も分娩時 には厳重な管理を要するので、治療 中でな くても

み もない ことか ら、届 出ができない状況 となってい る。

内科で フォロー 中の場合な ども含めてほしい。⑤40歳 以 上で合併症がな く元気な妊婦は、

・産科 医師数 2名 のため。

算をとつてい ない。⑥慢性高血圧合併症 妊娠 も加え
自費入院 としてい るので分娩管理カロ

・常勤医師 が 3名 か ら2名 とな り、施設基準を満 た さなくなつたため。
・24時 間待機す るべ き医師 の数 が不足 してい るため。

て ほ しい 。

場の士気をかえつて低下 させる結果を招いてい る。

○算定要件 の緩和
・ 算定要件 が非 常に厳 しく、帝王切開の適応の患者に対 しては医師、助産師は分娩管理に
大変 とな つてい る.特 に予定の帝王切開患者 はまだ予測がつ きやす いが、緊急 で行 う帝
王切開 については、常位胎盤剥離、前置胎盤

(出 血等がある場合)と

なつてい るが、24

○その他
。これまでの 日本 の医療 の進歩によつて、出生時 死亡は減少 し、未熟児 について も NICU等

時間体制で観察 した結果に緊急手術 とな ってい るので、規程 の緩和をお願 い したい。

の医療 によ り、多 くの新生児を救 つて きたため、国民全体 が分娩 について非常に安易 に

・ 他 医療機 関か ら緊急搬送 された分娩であ って も、加算が算定できない場合があ り、適用

考えているのではないか と考える。 もう少 し若 い頃にきちん とした教育を行 い、分娩に
伴 うリス クも知 らせ るべ きである。あま りに も自分勝手 (自 己中心的)な 妊婦・家族 が

範 囲を拡大 してほ しい

(膠 原病 の患者、胎児に問題 のある場合な ど)。

ハイ リスク分娩管

理カロ
算 が認 め られても、医師には全 く還元 されてい ない。本加算分 は、原則的 に産婦人
‐
科医、新生児科医に配分 されるべ きとす る通達が必要 と考える。

多い。
。十分な医師を確保できるだけの診療報酬 の増額 が一番に必要である。
・ハイ リスク分娩管理カロ
算算定の条件に、産科 医療補償制度 へ の加 入 を含めることはおか
しい。産科補償制度 は、単なる民間の保険であると厚生労働省 も認 めている。

○正常分娩時の算定
。実際には、ハ イ リス ク分娩である妊婦 も結果的 に正 常分娩であれば、そもそも入院 自体
が健康保険の対象外である。ハイ リス クの妊婦・ 分娩 の保険適用範囲の拡大が必要であ
る と考 える。
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・ハ イ リス ク分娩管理加算 の対象患者であるが 、 自然分娩に対 しては加算の保険請求がで
・ 医師事務作業補助体制加算 の医師事務作業補助者 の業務範囲につい て検討 してほしい。

きない。
・ ハ イ リス ク分娩管理加算については、保険適用時のみが算定可能であるが、正常分娩の
場合は、 自費診療 であ り算定できない ため、医師へ の適 正評価 とは言えない と考え られ
る。
・ ハ イ リス ク分娩管理加算 の算定対象患者 が管理 目的で入院 していたが、普通分娩

(経 腔

診療報酬業務等 の兼務 を認めてほ しい。専従 としての配置では採算性 に欠ける (人 件費).
。当院のよ うな中小 の病院では、常勤医の勤務 を楽に しなければ医師の確保ができな い。
そ のため、当直 も常勤医が希望 しなければ、全 てアル バイ ト医師を雇用 して行 うこ とと
してい る.都 心中心部にあるため、アルバ イ ト医は比較的見つ けやす い と考える。 しか

分娩 )に 至 つた場合、分娩 日か ら自費扱 い となるため算定不可能 となる。普通分娩 に至

し、質の確保 の点では問題 がある。 また、大 学 の人事異動等に より、当直医が来 られな

つた場合 で も合併症 によ リリス クの高い分娩 とな り、分娩後 も患者 の継続的な管理 を必

くなった場合 、院長他、常勤外科医がカバー す ることになつてい る。それでも、常勤医
は外来診療 :病 棟診療 (看 護師への指示、処方せん作成)、 手術、検査、患者 ・患者家族

要 とされ るが評価 されない。

へ の説明 、依頼 された診断書作成等 と忙 しい。 当院では、事務補助 として、主治医意見
○医師 の処遇改善に結び ついていない
。本加算 が産婦人科医の負担軽減を目的に してい ることが知 られてい るが、現在の ところ、

書は介護保険 が始まった時 より、入力業務は全て事務が行 い、医師 の事務作業を軽減 し
てきている。外来、病棟 の薬の処方せん も、薬剤師や医事課職員により、医師が手書き
した処方せんを入力 し、次 からは医師がチェ ックす るだけになるよ うに してい る。病棟

施設 の規定 で産婦人科 のみに特定 して優遇す ることができない。 したがつて、当局 より
の指導 を強化 し、各医療施設へ通達す るか、こうした実態を広報 し、実効性 のある もの

クラー クも 88床 の病床 に 3名 お り、カルテ整理 、検査デー タの貼付け等を行 つてい る。

とす る必要がある。病院収入にはなつて も、産婦人科医へ の配慮 が乏 しいのが現状 であ

MSWも

る。

る。診療情報提供書 も、可能な限 り記載 し、医師 はチ ェ ックを行 うのみに している。今

・ 管理加算 については医師の収入増加につ ながるよう要望する。
・「ハイ リスク分娩管理カロ
算」 は病院にとつては増収になるが、当事者の産科医の処遇改善
につ なが つていないのが現状である。

2名 体制で、医師か ら退院間近の指示 があれば、退院・転院調整は全て行 つてい

回 の改正で医師事務作業補助者 が、保険会社 か らの診断書につい て も記載 できるよ うに
な つたが、 これまで も忙 しい中で医師が行っていた業務であるため、事務作業員へ の移
行は慎重にす る必要があ り、なかなか進まない。今回 の質問の よ うに 1年 前か ら何 らか、

・ 現 に診療 に従事 した医師に対 して、個別 のインセ ンテ ィブ付与 のための加 算があること

医師 の事務 が少 なくなったか とい う質問 であれば、も う既 に、補助作業は行 つていたた

を明示 し、そ の内容 (処 置改善の内容及び還元の割合等)を 公表す るよう病院に指導す
るべ き。現状では、各病院 がこの増収分 をどのよ うに活用す べ きか示 されてお らず、現

め、大半の医師は、変化 がないと答えるであろ う.平 成 13年 の調査によると日本の病院
の 40%が 99床 以下、29%が 100〜 1"床 で、70%が 199床 以下 の病院 とい う構成にな つて

い る。,今 回 の調査は、研修医、後期研修医のいるよ うな病院 を想定 して考えられてい る

が 、現在 の当院 にはそれだけの余力がない。行政 の支援 が不可欠であ り、補助金制度 の

よ うだが 、当院 のよ うな体制 で専従を要件 とされ るのは難 しい。現在 医師事務作業補助
者 の専従者 は、診断書作成 をどのよ うに移行す るか模索中であ り、ク リティカルパ スの

充実策を検討 してほしい。
。
「一次救急」 などは原則 として、開業医などの輸番 も しくは病院へ の出張診察な ど何 らか

作成、統計資料 の作成、医局会 の準備、議事録作成、症例検討会準備 、主治医意見書作
成 を行 つてい る。将来的には、電子カルテ を採用 し、診察室に

1人 ずつ配置 し、医師 と

の制度 を作 つてほ しい。 このままでは金銭面は ともか く、夜間等 の負担

(た

だでさえ入

院患者 に対す る緊急呼出 しがある)増 加のた め、 どん どん病院か ら開業へ と医師が移動

患者 のや りとり、検査 のオー ダー入力も医師事務補助作業者 の仕事 として確立 させた い。

して しま う。実際、開業 医は増加 してお り、何 らかの歯止めが必要である。 上記の よ う

病棟 にお いて も回診に同行 し、診療録 の入力業務はできるだけ医師事務作業補助者 が行

な夜間対応、手当金制度 はあつて もよい。開業医地域定員制 の導入。

つてい けるよ うに し、手術記録 の作成も、医師 の 口述 を録音できるよ うに していきたい。

・ 厚生労働省 が示 した見解 のよ うに、医師不足が勤務 医の負担増 の原 因 と思われる。 医師

そ のためにはカルテの電子化が必要であるが、現在 の診療報酬では取 りかかれない。 当

の増員を図る手段 を強めてほ しい。 また、今か ら医学部定員増を行 つて も、その世代 が

院 は 、医療機能評価 の認定も 15年 前か らとり、2次 救急医療機関であ り、病床稼働率 も

現場 で活躍できるには 10年 近 くも時間がかかる。それまでの期間 の対策が急務 と考える。

100%近 くを維持 している。 しか し、病院 自体 の収支は赤字になることもある。法人内の

・ 当院は、医師負担軽減 のため、①助産師増員・ 活用、② クラー ク採用等を行 つてきた。

訪問看護 ステー シ ヨンやデイサー ビスの黒字 を補填 して法人 としてや つ と黒字計上がで

しか し、① については、助産師、看護師の配置が実際には 7対 1の 水準に達 してい るが
「産科」 であるとい うだけで認められず、10対 1の 算定 となってい る。産科・ 小児科 の

きている状況 が続 いてい る。平成 18年 の 中小病院 の勤務実態を無視 した看護配置基準 の
改定 があ り、経営 の厳 しさに追 い討ちをかけ られてい る。地域医療 を守 つている医療機
関 として の責任 か ら当院 は持分ゼ ロの特定医療法人に もな つてい る。質 の向上、経営努

危機 が叫ばれて い るに もかかわ らず、健保 の診療報酬 は、産科・ 小児科に対 して報 い よ
うとしてい るとは思えない。② についてはいわず もがなである。産科医療 に手厚 い とい
ス コ ミでは)だ が、実態 との乖離を感 じざるを得ない。なお 、③

力 を して い ない 、患者 か ら選ばれない病院は消えてい くことも仕方がない と考えるが、

うふれ こみの改定

当院 のよ うな病院 には、電子 カルテや質 の向上 のための補助 を厚労省 には考えて もらい

産科医療補償制度 も、現在 の事務負担のあま りの重 さに一考いただきたい。

たい。
・ 患者 が求 める 「安 心・ 安全 。納得」 の医療 を実践す るためには、それ にふ さわ しい診療

(マ

・ 病院 の安易な利用 が勤務医負担増加につなが ってい る。病院 の利用方法等を国で啓蒙す
る ことをお願 い したい。

報酬上 の配慮 をお願 い したい。急性期病院 が存続す るための必要条件であることをご理

・ 医師の負担軽減 よ りも医師確保 が優先である。常勤医師を確保す ることは大変である。

解 くだ さい。

・ 産科医師が今まで行つていた分娩登録 (PCへ の入力)を 、病院事務職 が代行するよ うに

・ 生命保険会社、損害保険会社な どの診断書、証明書類 が多す ぎる。 商品 ごとに診断書が

な り、この点は大きな負担軽減 となつてい る。 ハ イ リスク分娩加 算 は、現場産科医の士

異な り、それぞれに記入 しなければな らない ことが業務負荷 を大き くしてい る。生保 ・

気 を高める上で大きな効果を発揮 している と感 じてい る。病院勤務医の場合、他診療科

損保 の診断書 の種類 の多 さは、生保各社等 の都合 であ り、医師 の事務作業軽減を図るな
ら、 これ らの様式 を可能 な限 り統一す るよ う厚生労働省 か ら業界へ指導すべ きである。
また、介護保険等 の主治 医意見書も一度 申請す ると更新や変更申請が数か月 ごとに くる
ため、記入す べ き書類 が増 える一方である (患 者が介護 を必要 としな くなるまで、継続
され るので新規患者分だけ増加 していく)。 記入書類 の整理 と統合 が必要。新 しい制度 が
できるたびに医師が記入す る書類が増えるばか りで、一向に減る ことがない。
・ 院内体制 の客観的な基準 を整備。

医師 との兼 ね合い もあ り、この加算を直ちに給与面に反映 させ るのが困難な面がある。
本来、 この加 算 は、医師 の負担軽減 が導入 の大 きな 目的であるか ら、当院では、産科 医
師 の定員増加へ加 算部分 を使用す るよう、病院 当局 と交渉中である。 しか し、産科医が
足 りないこ と自体 が、 この加 算導入 を必要 とした原因 で もあ り、定員を増加 させても、
そ の席が埋まるか どうかについては、一抹 の危惧 が残 る。本加算 によつて、産科医 自身
が社会か らリスペ ク トを受けてい ることの証 を実感でき、彼 ら 。彼女 らの士気を高める
とい う効果 をもた らしたが、大きな負担軽減 までには至 つてい ない。それは、本質的 に

。
「医師事務作業」につい て言えば、20年 度診療報酬改定で新設 された、「医師事務作業補

は「医師が足 りない」か らであ り、即効的負担軽減は困難 である。1、 2年 単位ではな く、

助体制加算 」 は、入院初 日のみの加算 に しかな らないが、勤務医 の負担 を軽減するきつ

長 いスパ ンで見れば、必ず産科医は増カロして、 この加 算 が さらに有効な負担軽減に作動
す るもの と信 じてい る。逆に、「短時間効果少 な し」 としてこの加算が切 られれば、好転

かけになつた と思 う。事務作業 によつては専門的 な知識が必要 とされ作業内容によつて
の点数配置 が必 要ではな いか。今後、病院勤務医の募集 では、必須 の事項 となるか も し
れない。
・ 勤務 医 の負担軽減策 を実施す るには、それに伴 うコス ト増を医療収入 で補 う必要がある

しかけてい る産科医療は最悪 の状況 に突き落 とされ ると危惧 され る。・
・増員あるのみである。や つと医学部 の定員 を増やす が、遅 きに失す る。 これまでの医療
行政をきちつ と検証す る必要がある

(必 要医師数 カ ウン トの根拠等 )。

偏在を解消 してほ

。病院勤務医の負担軽減 に一番効果があるのは、医師 不足を改善す ることであ り、へ き地

しい。
・ 患者 の病名 につ いて、 これ も各病院 内 の取 り決めにより事務作業補助者が記載・入力 と
行 ってよい ものか疑間がある。

でも医師が増加す ることが一番である。 医師 の仕事 の一部 を、他 の職種に移す

(法 律的

・ 病院勤務 医 の負担軽減 については、病院で積極的 に取 り組む のは勿論 のこ と、勤務医の

に可能にす る)。
。開業医との待遇格差を縮めなければ、医師 の病院離れは止ま らない と思われ る。 い ざと

減少 が原 因 とな つてい る。その要因 として臨床研修 医制度における研修医が 中央の有名

い う時に患者を送 り込む病院がなくなることは1開 業医に とって も問題であ り、医師会

病院に集 中す る傾 向が あ り、地方の病 院や大学 では減少 している。臨床研修医制度の見

の協力が必要 と考 える。
・ 医療 ミス等 のやや過剰 に もな りがちな社会的 関心により、多 くの文書・ 記録が必要 にな

直 しを要望 したい。
。当セ ンターの産科 医は県内の母体搬送 の コーデ ィネ ー ター も兼ねてい る。 当セ ンターヘ
母体搬送依頼 があ り、NICUが 満床 な どの理由で当セ ンター での受け入れ ができない場合

つてい る。医師事務補助 の制度 として導入 され、診療報酬化 されたことで一般的事務 に

は 、産科 医が県内、場合 により県外 の受け入れ先 の病院 を電話連絡により探 している。

ついてやや業務負担は軽減 され ることにつ ながることになる。医師 が行わなければな ら
ない もの 、また補助者 へ の指示・指導 とい う新たな 「業務」 の発生 によりす ぐに 目に見

受け入れ先病院 が 見つ か らない場合 は、1時 間以上も電話 のそばか らはなれ られない場合

える効果は出づ らい点はあると思 う。医師事務作業補助者個 々の レベルア ップ も課題 に

もある。 さらに夜間の場合は当直医 l名 であるので、他 の業務 に支障が生 じることがあ

なると思 うため 、考慮 してほ しい。看護 関係 の文書が繁雑で多すぎることが、看護力 の

る。 そのため母体搬送、新生児搬送 に関 して医師以外 の コー デ ィネー ターの設置が望ま

低下につ なが りかねない。具体的には、看護必要度 を全入院患者に毎 日記入す るこ と等

れ る。

である。

・ ①病院勤務医の 多 くは、主治医であれば受け持ち患者 の急変時はいつで もどこにいて も
駆 けつ けるのが 当然 とされ、24時 間 365日 拘束 されてい るため、開業医に比べ 、 日に見
えない負担は非常に大きい。開業医が 24時 間拘束 されると診療報酬がつ き評価 されるが、
勤務医に関 しては何 も評価 されず放置 され てい る。②現在行 なわれてい る勤務医対策の

・外来縮小化に向けた特定療養費

(病 院初診加算

)の 改定を検討

.

・入院治療 、計画書、そ の他細かな同意書等、また、電子 カルテ記載など事務的書類 が多
く、制度 の見直 しを検討 してほしい。 また、専任 スタッフの養成を してほ しい。
・ 周囲の病院および診療所 が医師の引揚げ等 によ り、当院 の外来患者数 は必然的に増 加 し

うち、新 たな赴 任 に対 し、研修費な どの名 日で奨学金を貸与 し、年季が明ければ返却無

てい る。 この問題 は、当院の体制

用 の制度 は、渡 り鳥の よ うな医師には思恵 とな って も、今まで地域に根差 して頑張つて
来た医師 のモチベー シ ョンを却 って減 らし、止めを刺す政策で評価 できない。③勤務医

病院単位 での勤務医の負担軽減策にはマ ンパ ワーに伴 うコス ト面か らも現状以上は困難

対策 としての予算は病院 には入 るものの勤務医までは届かない。開業せず地域医療を担

・ 地域連携 の拡大 による返信、情報提供書 の記載並びに各種生命保険証明書 の記載な ど書

う勤務医 として生涯 を終 えることが経済的に もメ リッ トがあ るような制度に しなければ

類記載 の負担が 、かな り重 くなつてい る。保険関係 などは見本が同封 されてい るが、内

本当の対策にはな らない。

容が詳細 になつてきてお り、煩雑な業務負担 となってい る。 これ らのことか ら、書類 の

・ 病院勤務 医の事務負担軽減についてはよい と思 うが 、人件費 の増大になるよ うな ことは
望ま しくない。

関係 な く、物理的なものである。 その 中で

となってい る。併行 して、医師の充足策、診療報酬評価 の向上を検討 してほ しい。

記載種類 を整理 し、種類を減少 させ るこ とが必要 と考える。
・ 診療所 の開業医 より、労働 がハー ドで収入 が少なけれ ば、いつ までも勤務医の増加 は見

・ 入院基本料 をは じめ、入院治療に関わる診療報酬の増額

(現 状 の 1.5倍 )を

望む

。医師、看護師数 の増。診療報酬 の点数ア ップ.
・ 人材 育成及び費用

(受 皿 )に

込めない。医師 の交代勤務、実施に も医師 が足 らず不可能であ り、思い切 つた病院収入
増 が必要であることか ら診療報酬上 の配慮 を要す る。

(人 ・ システ ム等 )。

・ 医師絶対数 の増加 、診療 に従事 して い る医師 の正確 な把握

・ 少な くとも、大学病院 においては、 これまで 医師は基本的に報酬や 自己の健康 を度外視

(特

に勤務医の増加 にあたっ

(勿 論、他 の医療 ス

ては、計画的開業医の数の制限が必要)。 負担軽減 に対 しては必ず費用発生を伴 う。病院
の収入増 となる施策は不可欠である。社会 (患 者 )教 育が必 要である。医療事故 のパ ッ

タ ッフ も)の 仕事 が著 しく増えて も、黙 々 とそれ を受け入れ るのが美徳 と曲解 されて、

シングが続 くよ うであれば、医師にな る人 も減少す る。以上に対す る対応 を早急に考え

最近 の勤務医 の過負担 に至った と考 える。 もう 1つ は、女性医師 の増加 である。女性に

る必要がある。
。医師 の全体 の数 を増やす。開業医と勤務 医の数 を調整 し、開業医を減 らす。開業医 と勤

して診療 を行 つて きた。近年 の医療 の高度化、複雑化により、医師

は子供 を産み育 てるとい う大切な使命 があ り、それを両立 させ得ない と勤務不可能なこ
とは当然である。現在 の 医療体制 の 中では、その点へ の配慮 が全 く欠落 している。以上
を踏 まえた体制 を作るこ とが是非必要である。

務医の役割を分担 し、勤務 内容に応 じた診療報酬体制 とす る。
・特定機能病院 に対 して も、診療報酬上の評価 を検討 して欲 しい

(事 務作業補助 に対 して、

診療各科か ら医療 クラー ク等 の設置要望な どがあるが、 これ らの要望に応えるのは困難

も一案 である。 そ のためには、臨床 。研究・ 教育 といつた多 くの役割 を担 ってい る特定

な状況である)。

機能病院 の診療報酬を上げる必要がある。

・ オー ダ リング、電子 カルテの導入 といつたよ うに rr化 を進めてお り、勤務医に対する負

・ 医師事務作業補助者 の業務範囲を拡大 してほ しい。

めの財源確保に苦慮 しているのが現状 である。現状 の点数 の ままでは、負担軽減 のため

・地域的問題 もあるが、人員増を行いたいが 、医師不足 で増員できない。
。①病院勤務医 の不足問題 については、単に医師 の事務作業が 多い とい う点 のみでな く、

の人材確保 、育成、設備等 の負担増を賄 い きれない。更なる人材育成 の助成、IT各 メー

勤務医に比べ て 、開業医 の方が業務内容 も簡便 で重症症例がないに もかかわ らず、勤務

カーのデー タ共有 を可能にすることに合せ て、点数のア ップをお願 い したい。

医よりも高額な収入 を得 ているとい う点で勤務医 に不満が生 まれ、結果的に病院勤務 医
が不足 してい る。②医師事務作業補助者は専従者 とな つてい るが、現行 の加 算点数 では

担 は増す ばか りであ り、勤務医の負担軽減 は必要不可欠 のこ とと考えてい るが、そ のた

医療に対す る理解 を得 ることである。 日中と夜間・休 日では
病 院診療能力 に大 きな違 いがある。医療資源 (特 に、医師・ 看護師などのマンパ ワー)

・ 地域住民

(潜 在的患者 )の

に1ま 限 りがあることを、皆が理解す る必要 がある。医師の偏在 の更正、医師不足 の解消
が必 要である。 医療 の疲弊 は、小児科 、救急 だけでな く、内科、外科、脳神経外科 でも
深刻 である。
・ 医師 の定数確保 に苦慮 してい る。大学医局か らの派遣 に頼 つていたため、人員 の確保が
十分 でな くな り、負担が増える傾 向にある。
・ 医師 だけな く、他 の医療職 に権限を与える必要がある。
・ クラー クや他 の職種 の導入 による医師 の負担軽減 による一定 の限界 もあ り、やは り医師
確保対策が第 一である。国立大学病院 にお いては、毎年人員 の削減 を要求 される一 方で、
医師 の負担軽減策 として病棟 クラー クを配 置 し、医師 の補助業務 を行 つてい る。 しか し
なが ら、限 られ た定員枠 で正規雇用 に よる医療 クラー クを配置す ることは困難な状況に
あ り、本院では現在、業務委託 による人員 の配置 を行 つてい るが、医師 にとって満足な
もの とな つてい ない。 医療 クラー クは 、一定以上 の知識や経験があ り、また、 自ら知識
を習得 しよ うとす る意欲 がなければ勤 まらない業務 であ りなが ら、安定 して雇用が約束
されてい ないこ とが最大 の原因 と考え られ る。医療に関す るさまざまな問題 に関 して、
厚生労働省、文部科学省、学会、医師会、マスコ ミ等 の各方面か ら調査や アンケー ト (本
調査 も含 め)の 作成依頼

(ほ ぼ強制 )が

ある。 これ らに対 して、ま じめに回答す る病院

医療 クラー クや医療事務職員な どを、専任配置 とす るならば、 さらに効果的な医師事務
作業負担 の軽減策 の設定 が可能 となる。④ ほぼ全てのイ ンフォーム ドコンセ ン トや治療
計画等について 、規定 された書面で規定され た項 目全ての内容 を記録 として残す こ とと
す る現行 を改 め、簡便 で瑣末な内容、多くの場合常に同 じ内容 を記載することにな るよ
うな書類 、治療 上必ず しも必要でない書類等 につ いては、記録 の規定 を廃 し、真 に必 要
な記録 のみを充実 させ るようにすることで、 さらに医師 の事務作業 が軽減 され る。
・ 医療機関に とつては、医師確保 が永続的に必要であ り、病院勤務医 の負担軽減 につなが
る課題である。 国 として もつと力を入れて もらいたい。 また、医療費削減 を廃止 、 も し
くは、軽減見直 しを早急 にすべ きである。診療科 に偏 りを発生 させ る新医師臨床研修 医
制度 の見直 しを してほしい。人気がある診療科 のみでなく、全体 のバ ランスを考えるこ
とが必要な時期にあると思 う。
・ 医師のハ ー ド勤務 について、当院の医師にお いては 、一時的 なハー ド勤務 はあるが、常
時的なハー ド勤務 はみ られない。
・ 医師事務作業補助 者 は、委託職員は直接指揮命令 を しないため、該 当しない とい うこ と
だが、委託職員が医師事務作業補助体制加 算 の定められた業務範囲 をするもので あれ ば
認めてもらいたい。

ほ ど、更に忙 しくなつてい る。
・ 病院勤務医 の負担増大 は、新医師臨床研修 医制度 の発足によ り、大学か ら医師を引き揚
げ られ、勤務医が減少 したことも原因の一端にある。 当院 も大学 か ら脳神経外科 ・循環
器科 の医師が 引き揚げ られ、残 つた勤務医へ の負担 が益 々増大 している。新医師臨床研
修 医制度 による弊害を改善す ることにより、勤務 医の負担軽減 がはか られると考えるた
め、対策 を してほ しい。
・ 病院毎 の特性や規模 によ り、医師の負担を比較す ることはできない と思 うが、当院 は恵
まれてい る。医療法上 の定員 の

人材 の配置に よつて人件 費 として病院経営 を圧迫す ることになるため、今後、医師事務
作業補助者 の浸透 を図るためには、点数 の大幅な引上げが必要である。③専従者以外 の 、

3倍 以上の医師がい る。医師の補助 を行 う事務の人件費

の補助 を点数化す るの もよいが、実際 は医師 の人数 が大事である。病床数、外来数等 の
数字 に対す る医師 の人数 で点数化 され るとよい。
・ 勤務医の負担軽減 を推進す るにあた り、医療 クラー ク等 の増員 といつた策を講 じること

・産婦人科医が増加す ることを希望 している。
・ 病院勤務 医の負担 を軽減するためには、医師不足を解消 しなければならない。 地方 の 医
師不足解消には、地方の特に大学病院 における研修医9確 保 が重要 である。平成 19年 5
月に政府 。与党が臨床研修制度 における病院 の総 定員 を削減す るとともに、研修医 が集
中 してい る大都市圏 の定員を減 らす ことで研修医を地方へ誘 導す る ことを検討 して い る
旨報道 された。本院 が従来か ら要望 してい る都会における研修医受入枠 を拡大す る とと
もに、臨床研修病院 を評価 して指導能力の ある病院 を厳選す るな どの方策 の検討 が必 要
と考える。 また、医学部医学科 の学生定員増 のみでは医師不足 の解消には程遠 い ものが
あ り、医師 の掘 り起 しが急務 である。その方策 としては、女性 医師 の確保、 とりわけ辞
職 した女性医師を復帰 させ るための方策を講 じる必要がある。

る。現在各地で活動 してい る夜間・ 休 日診療所につい て地域全体をカバーす る トリアー
ジ機能 を持 った診療所 に拡大 。拡 充す るとともに、住民 の啓蒙活動が大切 と考える。医

・ 平成 20年 度 の改 正で、新 たに点数化 されたが、点数が低 いので、経営的に負担 が軽減で
きる点数算定できるように してほ しい。

師 の偏在 が言われてい るが、その背景 としては医師数の絶対的不足 とともに、3Kを 避け
る専門医傾 向 と厳 しい勤務医か ら短時間高収入 の開業医へ のシフ トがある。対策 として

O① 過剰労働 の緩和が必要で ある。新卒後研修医システ ム導入以来、地方の大学病院にお
ける現場 の勤務医不足は決定的である。それが勤務医減少 にさらに拍車をかけてい る。
当然残 つた勤務医は これまで以上 に過剰 労働 を強 い られてい る。政府 も医師不足、偏在

は、医師姜成数の増加 と今 の専門医制度 を見直 し、専門医 と総合医を一緒に取 り込んだ

に気がつ き、医学部定員数 の増加 お よび地域枠 を容認 した。 しか し一 人前の動務医 とし

専門医制度 を作 り、その制度 を統括 し、医療 の質を管理 し、かつ地域 の医療必要度 を考

て育つ には 10年 待たねばな らない。何故勤務医不足が生ずるかについて、国民に情報を
与え、ともに解決策を検討すべ きである。00N‐ OFFが ハ ッキ リした生活 の確保 が必要で

慮 した行 政的事業 も行 う管理専門組織 が必要 と考 える。 このシステ ム を医療界全体で支
え、国民 の医療 を提供する姿勢 がなければ国民 との 「ミゾJは 埋まらない。

ある。少ない勤務医の数 で

ON‐ OFFが

・病院経営 が悪化 し、専門業務 に特化 させ るための人員増加ができない。医師 の負担軽減

ハ ッキリした生活を実現するのは難 しい。 この結

果 、研修医 は時間に余裕 の ある科、あるいはそれ が可能 と思われる病院を選択す るよう

.

になる。 このため勤務医 の仕事 を軽減す るために他 の業種 に医師の仕事の分業をさせ よ
うと試み がなされている。看護師 の注射業務、メデ ィカル クラー クの導入 がそれに当た
る。 しか し米国ではすでに国家資格 として PA(医 師ア シスタン ト)の 制度 が確立 してい

と併せ て、経営改善、安定経営 に係 る施策が必要である。
。医師事務作業補助者 に診療記録 の代行入力を させた いが、電子カルテの導入 が 自己資金
では困難である。ぜひ、中小病院にも電子カルテ導入 の補助金を検討 してほ しい。現在
の状況 では、どの医療機関で も体力的 に

(ラ

ンニ ングコス トを含め)実 現は困難 である。

る。彼 らは予診、カルテ記載、簡単な説明、手術助手などで医師を全面的にサポー トし
てい‐
る。米国に医療制度を学ぶ のであれば同時に PA制 度 を導入すべ きである。また大学

・ コメデ ィカルな どに医師の仕事 を分担すべ きである。例 えば、ルー ト確保 のみ行 うナー

病院か ら勤務医を奪 つた新臨床研修医制度 は見直す時期 に来てい る。 これ らは勤務医の

の記載 の補助 のみを行 うスタッフな どの ように、それぞれの専門家を育成す ることによ
り、医師 の負担を軽減 させ るばか りでなく、コメデ ィカルに資格を与 えることができる。

根本的負担軽減 に結びつ く。③賃金 の是正が必 要である。大学病院勤務医の賃金 は基本

ス、患者 の移送 のみ行 うナース、検査 の説明 のみ行 うナース、診断書

(主 治 医意見書)

的には教育職 に対 して払われてお り、専門医に対 しての技術料 が加味 されていない。技
術、超過勤務 に対 しても正 当な賃金が払われ る ことが なければもはや モチベ ーシ ョンを

医師は医療行為において全ての責任 を取 らされ るが、医師が個 々の仕事を行 うことで、

保 てない状況 にある。す なわち勤務医の 自己犠牲 を強 いて医療を担 い続けるのは無理が

場であるならば、個々の仕事は専門家 に行 つて もらい、全体を監督す る必要がある。
・ 産科、小児科 のみへの配慮では不合理であ り。重症 を取 り扱 う外科系各科 、救急領域 に

あると思われ る。④医療事故に対す る法的環境 の整備 が必要である。勤務医は高度先進
医療 と同時に医療安全が要求 されてい る。そ のためハイ リス ク症例 を扱 う分野が勤務医

患者全体

(受 け持ちは患者

1人 ではない)を 管理す ることが困難になる。責任 を取る立

同様の配慮 を しなければ、産科、小児科 と同 じこととなる。後手 に回つた小手先 の対策

か ら、ハイ リス ク、低収入 として敬速 され る風潮にある。かかる症例 の医療行為におい

しか取 られていない。病院全体 の収入 が増カロしなけれ ば全 く意味はない。入院基本料 の

て も患者 の保障 とともに勤務医の医療行為を守 るための法的環境 の整備 が急務 である。

倍増が必要である。

勤務医 の精神的負担を除 くためにも、また現場 よ り立ち去る勤務医を少な くするために

・院内他職種 との負担の相互分担による負担軽減策 をさらに検討す べ きである。

も重要である.

・病院勤務医の負担 が増 えた要因をきちん と捉 える必要がある。要因 としては、①新医師

・ 診療報酬 の技術料 の見直を しなければ医師 の増員ははかれない。業務量 にあつた人員確
保 には、それ に対応する医療点数が必要である。
。開業 が容易 であること、開業す ると一般的 に仕事量は半分・収入は 2倍 になると言われ
てい る現状では、開業医へ の流れ は止め られ ない。新制度での研修 医が職業選択 の 自由
の もとで地方か ら去ってい くことも医師不足

(病 院勤務医不足)の

大きな要因 とな って

い る。 また、仕事上の制限が多 い女性医師 が増 えたことも要因の一つで ある。ただ し、

臨床研修制度 の稚拙 さによる大学医局員 の大幅な減少。特 に地方で地域医療 を担 ってい
る病院は大きな影響を受けた。②地域 の責任 を担 つてい るか らこそ病院勤務 医は昼夜 を
問わず診療 にあたってい る。 一方で開業医は勤務医に比べ 、収入 も時間 も確保 できると
い う構図 になっている。疲弊 した医師が後者 を選択す ることは当然 の流れ である。③勤
務医が減少す ると病院勤務医は さらに大変な状況 にな り、悪循環が生 じる。 この悪循環
は一旦始まると加速的に増加 し、病院本来の機能 が果たせな くなる。④住民にも 「自分

いずれ の問題 も改善す ることは難 しい。 つ まるところは、医師を増員する しか手がない

さえ良ければ」的な発想 が浸透 して しまつてい る。 ク レームや公訴 リス クが増 える一方

のではないか。

であ り、本来の医療を提供す る手間が大幅に増えて しまつている。 上記のみな らず、い

・ 医師 の負担軽減 に関 しては、問題 が多面的 であるため、短期的応対 と長期的応対に分け
て行 う必要 がある。まず喫緊 の問題 としては 「夜間・ 休 日の 次救急患者 の削減 」 であ
「

ろい ろな条件 が重 な り今 日の状況 になってい る。国は、上記 のよ うな原因 について当然
理解 して い ると思われる。特に地域医療はすでに破壊 が始まつている.早 急で適正な施

策 を実行 しない と、世界に誇れ る 日本 の医療は一部 の人 だけのものになって しま う。
・ 医師不足解消の政策をお願 い したい。
・退院後、翌 日までに診療所 へ 逆紹介す る場合、逆紹介 をする診療所 を決定す る場面にク
ラー クが立ち会 つていなければ、書類作成補助は うまく行 えない。

な どがある。医療費抑制政策 の 見直 しとして、必要な診療 に従事 した医師に対 して、上
限 を設けず に時 間外勤務手 当てが支給可能な制度 に改正 してほ しい。医師不足が著 しい
診療領域 には、病院が どれだけ努力 した としても患者が集 中 し、過重労働 とな らざるを
得 ないのが地域医師現場 の実態 である。病院 として、患者 のために尽 くして くれて い る

・ 病棟 クラー クの配置は、勤務医、看護師 の負担軽減 には不可欠であり、DPC導 入面か ら

医師を適 正に処遇 しようとして も、法令を逸脱 して時間外手当を支給すれば、過重 な勤

も必要性 を感 じてはいるが 、病院全体 の人件費が高騰 してお り配置が困難である。
・休職 している女医の復帰を うながす制度 を行政が作 るべ きである。各 々の病院に負担 が

務 を強いてい るもの として労働 基準監督署 の指導を受 ける ことになる。医師には応召義
務 があ り、それを課 してい ることが、結果 として「サ ー ビス残業 となっているJ実 態は、

かか らないよ うに してほ しい。 医療にお金 がかかることを行政が認識 し、国民 に知 らせ
るべ きである。

極 めて不合理だ と言わぎるを得 ない。病院 が過重な業務命令 として勤務に強 い ることは
論外 だと思 うが 、少なくとも、実際に必要な医療行為を行 つた医師 に対 しては、適正に

。当院では、施設基準上はク リア していて問題 はないが、 これから当院 が 目指す施設にな
るためには負担は否めない。
・ 地域 の急性期 を担 う病院で、勤務医の負担軽減 を目的に新設 された医師事務作業補助体
制加算 について 、当該職員 を雇用す るための人件費や教育研修費が診療報酬点数だけで
補助できるものなのか。DPCコ ー デ ィング作業や診療報酬 の請求作業、受付業務等が全

処遇する ことを許容す る制度であるべ きであ り、それが可能な財源が

(時 間外加 算 の大

幅増額等 により)病 院が確保で きる制度 としてほ しい。 また、①病院の機能 に応 じた勤
務医の配置数 を適正に見直 してほ しい。②勤務医の配置数に応 じた診療報酬上 の ドクタ
ー フィの見直 しを してほ しい。③女性医師マ ンパ ワー活用 を促進す るため育児 、子育て
の短時間就業を正職員 とい う位置 づけで継続できるよ うな雇用形態 を法制化 してほ しい。

30時 間以

く除外 され る現行 の専従内容 での導入 は、増加す る人件 費比率に拍車がかかるものであ

また、短時間労働 の女性医師 の正規雇用、 また、健康保険 の加入条件枠

ることか ら困難 である。 また、当該補助職員が結果的に医局 の便利使 い的要素を持つこ

上 の労働時間)の 緩和を してほ しい。④医師 の専有業務 を正看護師、助産師 、保健師、
薬剤師な どに広げ られ るよう関係職種の法制度見直 しを してほ しい。 また、 コメデ ィカ

ととならないよ う留意することが必要 である。
・ 病院勤務 の不足 を、他職種 でカバー しよ うとす るこ とは根本的解決 とはな りえない。病
院勤務医 の増員 が不可欠である。
・ 保険点数で補お うとす ることに無理がある。国立 。大学系病院に厚 く、民間の努力が報
われない方向に進 んでいるよ うに感 じる。現在 の医師 の負担 の大きい病院へ こそ、大き
な公的資金や点数を与えるべ きであ り、業務量 の少ない病院が点数 の思恵を受けて しま
い 、患者 を断われない病院ほ ど厳 しい診療報酬 となつてお り、実績評価が されていない。
「一生懸命」 とか 「忙 しい」 が現在 の診療報酬 の制度では駄 目と評価 されてい るよ うに
感 じる。
・ 常勤医師 の絶対数 が足 りない状況 が根本的問題であ り、医師確保 も困難 を極めてい る。
特に大学医局 よ り派遣 が縮小 されてい ることがダメー ジとな つてい る。
・ 離島の民間医療機 関の為、医師 の確保 が非常 に困難 な状況である。行政 レベルでの対応

(一 週

ルの対応 業務拡大を法制化す るとともに、それ に応 じた看護、 コメディカルの病院機能
に応 じた配 置数 の見直 しをしてほ しい。 処方せんの発行、検査 のオーダー 、医師の処方
な しで薬剤師が調剤できる保険薬品を拡大 してほ しい。⑤医師の復職 を支援す る公的な
研修 プ ログラム施設 の設 立と、研修を受け る医師へ の資金援助体制を制度化 してほ しい。
⑥ 外来診療 における診療秘書業務を診療報酬 で正当に評価 し、外来担 当医師の煩瑣 な事
務業務軽減化 を図 つてほ しい。①専門医資格制度 と絡 めた診療報酬、人事院勧告 での給
与評価、学会認定 の専門医、指導医 といつた資格 があるが、それ らの特殊資格 を医師の
報酬 として確保できるよ うな システムが必要である。特に人材が不足 してい る医学領域
の専門医を高 く評価 してほしい。 また、病院 の医師 の給与は、人事院勧告 の基準を準用
している ところが多いが 、医師 の給与を一律 にす るのではな く、専門によつて格差 をつ
けること も今後、検討 してほ しい。例 として、産科 医、麻酔医、小児科医、放射線 医、

・ 文書作成事務 を しつか り確実に こな してい くよ うに したい。

救命救急 医な どである。③診療 報酬上の医師 の手技料 に文書主義を持ち込む ことはやめ
てほ しい。 これまでの厚 生労働省 の役人的な考 え方か ら、医師の診療報酬をつ ける際に

・ 医療圏内に留まる医師の絶対数 は、いかん ともしがた く、医師の業務 を看護師、 コメデ

必ず とい つていいほど、記録や手続き文書を残す こ とを義務付けてい る。そ の ことによ

ィカル職 員、事務職員へ分担 させ ることも限界に近づ きつつ ある。医療圏内 の病院 の再

り、現場 では、新 たな点数が設定 され ると点数 の高 い低 いに限 らず新たな帳票や記録が
増カロして い る。 記録には、携 わつた医師のサイ ン印鑑、場合 によつては患者や 家族 のサ

に も力を入れてほ しい。

編 による医師の確保 が喫緊 の課題である。
・ 必要診療人員枠 の増加 、医師 の確保策 が必要 である。超過勤務軽減策 として、①人員 の

イ ン、承認印 な どが求め られ る場合 もあ り、新 たな点数設定 と新たな文書作成業務 が拡

(診 療 アシスタン ト制度)の 積

大 してい く。 こ ういつた役人 の証拠主義的な発想 を変 えてほ しい。診療記録 も診療本来

極的推進、④人員確保 のためのフ レキシブル な勤務形態 の導入、⑤必要 な諸手当の導入

に必要な内容 と診療報酬上で記載 が必要なもの とが あ り、診療報酬 の改正の都度、後者

増カロによる

2交 替制勤務な ど、②業務 の効率化、③事務

は増加 してい く。 こうい つた記録は、医師 の業務 を確実に増加 させ る一方で本来の診療

なつてい る。入院 の診療報酬が包括請求にな って もなお、出来高 と包括 した内容を同時

に必 要 η ない ものだけに現場 の医師 の賛同が受けにくく、記載漏れ の原因 となつてい る。

に作成 して請求す ることは、なん ら医療 の内容 を担保す ることとは 関係 の ないこ とであ

医療監視や共同指導などで返還 を求め られ るものの多 くがこれ らの類 である。医師 が診

る。 オンライン請求がス ター トし、被保険者証 の電子化 が行われ よ うとしてい るが、保

察室内で行 う業務は患者 の診療に とつて必要なものだ けにす ることが、医師は診療す る

険請求 にかかる業務 の単純化、 レセ プ トチ ェ ック ソフ トの無料提供 によ り審査 にかかる

に当たつては保 険医でなけれ ばな らない と主張す る国の側にも大きな意識改革が求めら

機関費用 の削減 などをはか りなが ら、請求 か ら支払までの業務 の機械化 、単純化をすす
めて、事務職員 のマ ンパ ワーを診療支援に向け られ るよ うな体制を国策 として整備 して

れて い る。③高度医療を担 う専門医に対す る診療報酬を設定。「〇〇センタ〒」 と呼ばれ
るよ うな高度医療は、診療科 の壁 を越 えた専門医、専門看護師の集団で成 り立つこ とが
多い。そ ういつた機能や施設 を保持す ることだけで診療報酬上の評価す ることも、地域
にあ つて特殊な施設を維 持す る上で重要である。 い ままでは、そ ういつた特殊な施 設は
入院料か医師の手技 としての評価が主であつた。 しか し、それ らでは、専門医 としての
稀少医師に対す る給与を担保す る うえで十分 ではない。専門医や専門看護師 の給与に反

欲 しい。
。①急性期病院 においては交替制勤務 が可能な人員配置をすることができる診療報酬 とし
てほ しい。②新設 された 「医師事務作業補助体制加算 Jを さらに充実 させ、運用 しやす
いよ うに増点 してほ しい。
・ 医師 の業務 を分担 し、看護師等 の専門職 へ権限を与 えるシステ ムの構築。診療報酬 をア

映できるよ うな診療報酬 の設定をお願 い したい。学会専門医を一律 に評価す るのではな

ップす ることにより、医師 の雇用 の増加 が可能。 医師 をサポー トす る立場である看護師

く、地域 に稀少な機能、施設 に絡めて 、専門医を評価す る考え方が求められ る。⑩ 医師
の業務蜂 減 とオー ダーシステ ムな どの コンピュー ター システ ムでの支援は重要であ り、

も不足 してい るので、更なる看護師 の育成 に力を入れ てほ しい。
・ 勤務医の負担軽減 は病院 に とって医師の確保面で重要 であると認識 してい る。 しか し、

これ らの費用は、病院の 中で の負担 とな ってい る。医師の業務 を支援す るための コンピ
ュニ ター システム導入、維持す る費用 として診療報酬の中で毎年、年間診療報酬額の 2%

軽減す るための人員整備 に経費 がかか りすぎ、す ぐには難 しい。
・負担軽減 =医 師 の増員 とい うのが最 も容易な発想ではあるが、それ を実現 させ るために

を確保 してほ しい。①特定機能病院 を中心 とす る急性期かつ高度医療に対応す る医療機

直ちに医学部 の定員を増やす とい うのは安直な対策 と思われ る。単純な医学部定員 の増

関 に対 して治療機器、診 断機導入は、医師 の業務軽減 を図 りなが ら質を上げることにも
つ ながることか ら、診断機器、治療器 を用 いた診療報酬上の評価をもつ と上げてほ しい。

加は医師の質 の低下、医師 の給与 の低下を招き、さらなる医療 の破壊 を招 く危険もある。
まずや るべ きことは、ベ ッ ド数 の適 正化、入院期間の適正化である。地域では病院 の統

しか しなが ら、医療機関 一律にそれ らの点数 を引き上げることは高額医療機器 の重点配

廃合 はまだまだ可能であ り、ベ ッ ド数を減少 させ 、医師を集約 させ ることで

1ベ ッ ドあ

備 が図れ ないこ とか ら、高度、急性期 医療を担 当す る医療機関について認 めるよ うな対

た りの医師数、看護師数 を増加 させ ることができる。 またt民 間病院 と自治体病院が競

策 としてほ しい。⑫医師 の時間外業務や 当直で行われ る夜間業務に対す る診療報酬上の

合 してい る地域 も多 く、本来 の 自治体病院 の存在意義 が薄れ、民間 と同様 の ことを行 つ
てい る例 も少な くない。民間 と自治体の役割 を明確に分けることで、ベ ッ ドの集約 と意

評価 を してほ しい.勤 務医師の時間外業務 が国の調査によると一人平均、月間 90時 間に
た場合の手当てを病院が負担す ると、病院 の経営 が成 り立たな くな って しま うとい うこ

思 の集約化 も可能 となるのではないか。また、研修医の偏在 について も、改善すべ きで
あ り、地方 への研修医の配属 を定員化 し、必ず全国に満遍な く配属 され るよ うに検討す

とが常態化 していることを改善するためである。現状人員体制で行 うので あれば月間 90

べ きである。負担軽減 のためには、病床数、病院数、在院 日数、医師数、研修医、医局

時間を時 間外業務 として人件 費 を診療報酬 の 中で評価す るよ うな変更を行 ってほ しい。
⑬医療 の安全対策 に診療報酬 を厚 くしてほ しい.医 師の業務軽減 とともに医療の安全性

制度、医学部 の あり方を トー タル的に検討する必要がある。
・ 勤務医の負担軽減 については 、開業医の休 日・ 夜間診療を推進す る等、実態 とはかけ離

を確保す ることにも目を向けた業務の診療報酬上の評価を してほ しい。医療安全にかか

れた政策が取 られ ようとしているが、根本的な問題解決には程遠 い と考 える。 これ まで

る DPC上 の評価点数はあるが、もつ と高 く引き上げてほしい。医療安全対策 が万全では
ない医療機 関で、医師 は よい医療 を行 うことはで きない。 そ して結果的に医療 の安全が

フ リーア クセ スで医療機 関を受診 して も良い状況 か ら、最終的には看取 りを在宅で行わ
なければ到底ベ ッ ド数が足 りない ことか ら、患者 を在宅又は介護にシフ トさせ る考え方

確保 され ない医療機関に医師は集ま らない とい う悪循環が起きて くる。医療機関側 で安

は、最近 の開業件数 が増 えてい るとは言え、現在平均年齢が高齢化 してい る

全対策にかかる資金を用意す ることがで きるような診療報酬上の評価が求め られる。①

平均年齢は 60歳 )こ とを考えれば、病院勤務者が疲弊 してい るか らといつて開業医側に

保険請求業務 の合理化、単純化 によって事務職員 の業務を診療補助 に向ける仕組みを検

シフ トす る考え方は安易す ぎである。更にこれ まで女性医師に対す る処遇、対応の遅れ

も及んでい る。勤務医は、平均で 1.5人 分 の業務 を行 つてい ることになる。時間外換算 し

(開 業医の

討 してほ しい。 いわゆる保険請求業務 は、直接医療 の質を担保す るものでは ないが、病

も、病院か ら医師を去 らせ る要因 となつてい る。 また、現行 の健康保険法では、多数 の

院 の 中では多 くの事務職員 がそ の業務 にあたってお り、そのための人件費負担は常識 と

診療料 を受診す る場合、開業医であればすべ て初再診料 がかかるが 、総合病院 で受診す

ると例外 はあるが、1再診料 のみで良い。経済的な面 で開業医ヘ シフ トす る障害になるこ
とも問題 と考える。

それが拠点病院に大きな負担を与えている。従 つてこの規模 の病院 の 医療体力が持続す
るような財政措置が必要 と考える。真面 目に医療 を提供 してい る病院 が報われ る政策が

・ 人件費等 で病院経営が窮迫 にな らない よ うに、診療報酬 の見直 し検討 が必 要である。 ま

緊急課題 である。「医師 の地域偏在」が大問題 と言われ るが、例えば千葉県では医療過疎

た、医師事務作業補助体制加算 の さらなる細分化 も必要である。
・ 必要医師 数 の確保がな くては何 も先に進む ことはで きない。採用のための条件 として、

で病院医療 の破壊 が深刻 な A医 療圏は人 口当た り医師数が県内で最 も多 く、次いで B医
療 圏が 2番 目に多い とい う事実は 「医師の地域偏在 Jが 正 しい表現ではな いことを意味

ここにあ げ られた条件が最優先 であるとは思えない。 まず、定員をはるかに上回る医師
の確保が必 要 であ り、それが可能になれば、クラー クな どの問題は大きな問題 とはな ら

圏人 口当た り医師数は県内で 1位 と 2位 であるとい う。根本的 には、医療費抑制策 を医

ない。

療費増加策に転 じるとともに、医療費を病院にもつ と配分す る仕組みが緊急課題 と考え

・病院 にお ける夜間帯 。休 日の軽症患者の抑制が必要である。基本的に医療 は労働集約的
な側面があ り、医師以外の介入のための資本 点数 の加算)が 必要である。
・ 施設基準 の届出は してないが、業務分担な どはできる限 り行 つてお り、それに対す る評
(′

価 を求める。
・ 医師 の充足。地域格差の問題。予算確保。
・ 医療 クラー クを配置するとい う姿勢 が医師事務作業補助体制加算であ り、その加 算 が多
忙 な医師 の負担軽減 にな るよ うにす るためには、クラー クヘ投資が必要である。それを
踏 まえた加算 をぜひお願 い したい。
・ 医師事務作業補助者の増員 が必 要 である。それ を可能 とす る医療費総額の増額 を望む。

してい る。 この地域では、 C病 院、 D病 院以外 の病院はすでに崩壊状態にあるが、医療

る。 さらに言 えば、医療崩壊で一身に過大な負担に耐 えて地域医療 を支 えて い る拠点病
院に応分 の財政支援を要望す る。
。搬送先探 しの軽洩
・ 医師の偏在 に対 し、少ない科・ 地域に対 して保険点数 の上乗せ を してほ しい。 また、開
業医との経済的格差を縮 めるべ く、入院の保険点数 を上げる。療養型 ・社会的入院がで
きる場を多 くし、後方病院 へ の転院を促進す る。医師 の文書記入に対 しての経 済的 メ リ
ッ トが全 くない。記入医師 への還元 と同時に、文書等書類 の合理化を図 つてほ しい。
。医師確保。
。①診療報酬 の 中に医師事務作業補助体制加算が設 け られたことによ り医師事務作業補助

また、女性医師の活用や短時間正規雇用の条件の緩和 してほしい。
・ 医師 の負担軽減については 、医師 の充足 が必須 であるが、医師不足の 中、確保はままな

員 を採用す ることが可能 とな つた。 いわゆるメデ ィカル クラー クの配 置によ り医師業務

らず、他職種の応援協力 に頼 らざるを得ないが 、 これ らスタシフにかか る人件費経費 の

の負担 は強 く、 さらなる改善が望まれ る。②今回の医師事務作業補助体制 の さらなる拡

適正な評価 が必須 である。本来、医療 と経営 を両立 させなければ安定供給が成 り立たな

充 が必 要であるが、も し、 この加 算制度が消滅すれば、一大パニ ックにな りうる。

い ことか ら、適正な診療報酬 を決定 してほ しい。そ うなれば財政の好転に伴 う医師 の処

の過剰負担が少 しばか り軽減 され ると考える。 しか しなが ら25対 1基 準であって も医師

・控訴等 の医療 トラブルに対す る医師負担の軽減が必要である。また、病院 へ の コンビ■

遇 改善 につなが り、医師の確保が可能 となる。現在 の全国的な勤務医不足は、開業医ヘ

的受診化 を防 ぐための患者教育 も必要である。病診 の役割分担 の更なる推進や医師 の診

の転向によるものが大半であるため、 これ らにブ レー キをかけるためには、診療報酬上

療科 のかたよ りを是正する対策 も必要である。

の差別化が必要である。日本医師会に負けず、過去の甲・ 乙表以上の格差が求め られ る。

・ 医師事務作業補助者に的確 な教育 と トレーニ ングを行 う機関を充実 してほ しい。 自院 の

ドクター フ ィで差をつ けることができなければ 、投資等に見合 うホス ピタル フ ィを大き

医師にそれを全部まかせ ることは、更に負担 を増大 させ る。
・ 病院の保険点数 と開業医の点数は分けるべ きである。少なくとも外来診療 をせずに病院

く引き上げることが必要 である。 さらには、勤務麻酔医の開業による大幅不足 と開業 に
よる荒稼 ぎには 目を覆 う程 の醜態 があ る。 このままでは外科系の中小病院 の存続 が危ぶ
まれ る。病院が潰れたら診療部では現在 の医療水準を保 つこ とができな くなる。医療の
崩壊は病院倒産で ピリオ ドを迎 えることは絶対に避けなければならない。

経営が成 り立つ保険制度であるべ きである。
・ 医師

(特

に勤務 医)が 増 える施策が必要である。病院 が研修医確保 のため、研修 で きる

医療機 関 の縛 り

(例

えば、中国プ ロ ックに限る)が 必要である。病院 と診療所

(か か り

・産婦人科医師の待遇改善のため、分娩手当等 の支給 について検討を行 ってい る。 また、

つ け医)と の役割 を啓発 し、いわ ゆる コンピニ受診 を減 らすな ど勤務医の負担軽減 のた

医師事務作業補助者 の増員 について も検討 を行 ってい る。
・ 病院勤務 医の負担 を軽減す るためには、医師増員等体制 の整備 が必 要 と考 えるが 、現在

・課題 としては、専門知識や技術が不足 している。要望 としては、補助ではあるが、専門

の診療報酬の体系は、勤務 医へ の評価 が開業医に比べ て低いのではないか と考える。特

的な知識や技術 が必要であ り、それに見合 つた処遇 を行 うための点数 の引上げをしてほ

に、二 次救急 を担 う病院に対 しては根本的な改善を望む。
・ベ ッ ド数 200〜 300の 地域公的病院では医師不足のため診療科の縮小 。
閉鎖が続 いてお り、

めの施策が必要である。診療報酬 の増や してほしい。

しい.
・連続 30時 間を超える勤務 が月に何回 もあるような、病院勤務医の実態 を改善す るために

は、医師の増員 と、それ に見合 つた診療報酬 の見直 しが必要 である.小 手先 の手法では
問題解決にならない。 つ ま り、医師 の絶対的不足を解消するために OECD緒 日並みに医
師数 を増や し、社会保障 にかか る国家負担を引き上げる必要がある。

0市 民病院 として手 当の引上げ、非常勤職員 の活用、院内保育所 の医師へ の利用拡大、青
児短時間勤務制度 の活用 などに取 り組んでい るところである。病院勤務医の負担軽減 に
対 して、診療報酬上 の評価 がな されたが、低 い点数 のため、 メリッ トは少ない。点数 の
引上げや 医師数 による評価 、当直体制 の評価 、開業医 との格差是正な どについて配慮 し
てほ しい。
・DPCの 様式 1作成業務 を含めない とい う見解は整合性 がとれない.こ の業務

(事 務作業 )

に 関わる医師の労力は大 きい。事務職員 を配置できる点数になっていない。医師の増員
(医 学部定員 の大幅増員 が決定的です ).

0診 療報酬 が増加すれば、非常勤医師や事務補 助者 を増員 して勤務医 の負担軽減 をす るこ
とができる。また 、医師 の給与を引き上げることができる。
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ハ イリスク分娩管理加 算
参 考 資料

出生数、合計特殊 出生率 の推移

万人

300

第 1次 ベ ビー プ ニ ム
(昭 和 22〜 24年 )
最 高 の出生 数

/

2596638A

200

平 成 17年
最 督 の 出 生 数 1● 2530
最 悪 の 合 計 特 殊 出 生 率 126
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３

出

２

数
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４
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―
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0
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2
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17
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平成・年
平 成 20年 人 口 動 態統 計 の 年 間 推 移

産婦人科医数の年次推移
産婦人科・産科医数と出生1000人 当たり産婦人科・産科医師数推移
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18

厚生労働省大臣官房統計情報部医師̀歯 科医師・薬剤師調査

年齢 別産 婦 人 科 医数 男 女 比
〇 近年、医師国家試験合格者 に 占める女 性 の 割合は約 3分 の 1と なつているなど、若年層 における
女性医師 の増 加 は著しい。(特 に産婦 人科 で顕著 )
○ 全 医師数 に 占める女 性医師 の割合 は17.2%、 全産婦 人科 医師数 に占める女性 の割合 は23。 0%
となつている。
年齢別産婦人科医師数男女比
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分娩施設数の推移
医療施設調査
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総合周産期母子医療センター 、地域周産期母子医療 センター数 の推移

地域周産期母子医療センターの推
移

総合周産期母子医療センターの推移
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雇用均等・児童家庭局母子保健課調 べ

確保支援事業 (新 規 )
産科医等育成 口
① 産科医等確保支援事業

2,334,807千 円 (

円)

2,770.207千 円( 0千 円

)

産科医等 の処 遇を改善 しその確保を図るため、分娩 手 当等を支給する分娩 取扱機関 に対 して財政支援を行 う。
(対 象経費 )産 科医等 に対する手 当 (分 娩取扱手 当)
(補 助 先 )都 道府県 (間 接補助先 :市 町村、厚 生労働大臣が認 める者 ※)
※高額な分娩費 用を得ている分娩取扱機関を除 く。
(補 助 率 )1ノ 3(負 担割合 :国 1/3、 都道府県2ノ 3以 内、市町村2/3以 内、事業 主2/3以 内)
(積 算単価 )10千 円/件
(創 設年度

)平 成21年 度

641600千 円( 0千 円

② 産科医等育成支援事業

)

臨床研修修 了後の後期研修 で産科を選択する者 の処遇改 善を行う医療機関 に対して財政支援を行 い、産科を
志望する若手医師等 へ のインセンティプを与 える。
(対 象経費 )産 科後期研修 医に対する手当 (研 修医手 当等 )
(補 助 先 )都 道府県 (間 接補助先 :市 町村、厚 生労働大臣が認 める者 )
(補 助 率 )1/3(負 担割合 :国 1ノ 3、 都道府県2ノ 3以 内、市町村2ノ 3以 内、事業 主2/3以 内 )
(積 算単価 )1人 あたり月額 5万 円
ヽ
(創 設年度 )平 成21年 度
7

(医 政局当初予算 )

出産育児 一時金 の最近 の改正内容
平成 6年 10月 】
【

0従 前、標準報酬月額の半額
(「

(最 低保障 24万 円)を 支給 していたものを、定額 30万 円の支給 に改正。

「出産育児一時金」を創設)
分娩費」及び「育児手当金」を廃止 し、

平成 18年 10月 】
【
・ 支給額を30万 円から35万 円・
に引上げ。

平成 21年 1月 】
【
・ 産科医療補償制度の導入に伴 い、 3万 円を上限 とする加算制度を創設。(皮 給額は最大 38万 円)

【
平成 21年

10月 】 (予 定)

・ 緊急の少子化対策の一環として、暫定的※に 35万 円から39万 円に引上げ。(支 給額は最大 42万 円)
※平成 23年 3月 まで
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緊急課題‑2(診 療所・病院の役割分担等について)一 ③】
【

緊急課題‑3(病 院勤務医の事務負担の軽減について)一 ①】
【

勤務医の事務作業を補助す る職員の
配置の評価

地域 で 中核 となる病院 に勤務す る医師の
負担軽減の評価
第

1

緊急課題‑2‑t4)】
骨子 【
第

基本的な考 え方

1

病院勤務医の負担軽減 を図るため、地域の急性期医療 を担 う病院 (特 定機
能病院 を除 く。)に おいて、医師の事務作業 を補助する職員 (以 下 「医師事
務作業補 助者」 とい う。)を 配置 している場合の評価 を新設する。

地域の中核病院 と して、十分な人員配置及び設備等を備え、産科、小児科、
精神科等 を含む総合的 か つ専門的な急性期医療 をいつで も提供 できる入院機
能、及び地域 の他 の 医療機関 との連携体制 に基 づ く外来の縮小等の勤務医の
負担軽減 のための取組 を評価す る。
第2

①

第2

具体的な内容

入院睡 学管理加算

120点

い 日につき、 14日 を限ロ

[算 定要件]

1
2

特定機能病院・ 専門病院入院基本料を算定す る病院以外の病院であること
急性期医療 を行 うにつ き十分な体制が整備 されていること

(1)産 科、小児科、内科、整形外科及び脳神経外科に係る入院医療 を提供 しているこ
と

緊急課題‑3】
骨子 【
基本的な考 え方

具体的な内容
入院基本料等加算 の新設

①甲警籍馴酬旨郷壁量
2 50対 1補 助体制加算
185点
3 75対 1補 助体制加算
130点
4 100対 1補 助体制加算 105点

(対 届出一般病床数比での医師事務作業補助者の配置数による)

(2)精 神科 による 24時 間対応が可能な体制が取 られていること

3

病院勤務医の負担の軽減に資す る体制が整備 されてい ること

(1)外 来診療 を縮小するための体制を確保 していること
(2)病 院勤務医の負担の軽減に資する計画 (例 :医 師・ 看護師等の業務分担、医師に
対する医師事務作業補助体制、地域医療機関 との連携体制、外来縮小計画等)を 策
定 し、職員等に対 して周知 していること

(3)特 別な関係 に ある医療機関での勤務時間も含めて、勤務医の勤務時間を把握する
とともに、勤務医負担 の軽減及び医療安全の向上に資するための計画 を策定 し、職
員等 に対 して周知 していること (例 :連 続当直は行わないシフ トを組む こと、当直
後の通常勤務 について配慮す ること等)

4

急性期医療 に係 る実績 を相当程度有 している こと
入院患者の うち、全身麻酔件数 が年 800件 以上であること

※ 既存 の入院時医学管理加算の要件は廃止す る

等

[算 定要件]

1

地域 の急性期医療を担 う病院 であつて、医師が必ず しも自ら行 う必要のない書類作
整備 されている こ
成等の業務について、医師以外の者に担わせる ことができる体制力く
と
2 ‑般 病床に入院 した患者について、入院基本料等加算 (入 院初 日)と して評価する
[施 設基準

1

]

。

病院勤務医の負担軽減 に資する計画を策定 し、院内掲示を行い、職員等に対 して周
知 していること。その計画に基づき、診療科間の業務の繁日の実情 を踏まえて、専従
の医師事務作業補助者 を配置 していること。加えて、新規 に医師事務作 業補助者を配
置する際 には最低 6ヶ 月の研修

(職 場内研修 を含む。)を 実施 し、実際 に病院勤務医

の負担軽減 に資する業務を遂行できる体制であること
2 医師事務作業補助者の業務範囲については、「医師及び医療関係職 と事務職員等 と
の間等 での役割分担の推進についてJ(平 成 19年 12月 28日 医政発第 12280
01号 )に ある、「 2 役割分担の具体例 (1)医 師、看饉師等の医療関係職 と事務職

3

員等 との役割分担 1)書 類作成簿」に基 づき、院内規程 が整備 されて いること
加えて、「診療録等の記載 について」 (昭 和 63年 5月 6日 総第 17号等 )、 「医
療 :介 護関係事業者 における個人情報の適切な取扱 いのためのガイ ドライン」 (平 成

緊急課題‑1(産 科・小児科への重点評価について)一 ①】
【

18年 4月 21日 医政発第 0421005号 等)、 「医療情報 システムの安全管理に
30日 医政発第 0330033号 )等 に準拠

関す るガイ ドライ ン」 (平 成 19年 3月
した体制が整備 されてい ること

4

ハイ リスク妊産婦管理 の充実・ 拡大

,

骨子 【
緊急課題‑1‑(1)】

第 1 基本的な考 え方

以上の計画、体制整備 に係る院内規程 を文書で届け出ること

[病 院の担 う機能 と算定可能な医師事務作業補助体制加算の関係]

25対 1

50対 1

75対 1

第二次救急医療機関

0

○

O

○

総合周産期母子医療センター

0

O

0

O

小児救急医療拠点病院

0

O

○

○

O

○

○

0

O

O

O

0

○

0

○

O

病院機能

災害拠点病院
へ き地医療支援病院

X

地域医療支援病院
緊急入院患者 を受 け入れて い
る医療機関※

X

100対

1

※ 年間の緊急入院患者数が200名 以上の実績を有する病院 (200名 以上の緊急入院患者とは、
特別の関係にある保険医療機関等から搬送される患者等を除くものであること。)
[医 師事務作業補助者 の業務範囲]

1

合併症等によリリスクの高い分娩を伴 う妊産婦の入院 について、平成 18
年度診療報酬改定において、ハイリスク分娩管理加算を新設 し、診療報酬 上
の評価を行 つた。
さらに、こうした評価を勤務医の負担軽減につなげるため、ハイリスク分
娩管理加算については、産科勤務医の負担軽減のための計画作成を義務付 け
るとともに、評価の引き上げを行う。
また、ハイリスク分娩管理加算の対象 となつていない妊婦でもリスクの高
い分娩が あることや、分娩を伴わな くてもリスクの高 い妊娠があるため、そ
うした患者の継続的な管理についても、診療報酬上の評価を行 う。
このほか、 こうした患者を診療する上で必要な検査であるノンス トレステ
ス トの対象者の拡大も行う。
第2

1

具体的な内容
ハイリスク分娩管理加算の対象拡大 と評価の31上 げ

診断書な どの文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する事務
作業 (診 療 に関す るデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、医師の教育や臨床研
修の カンフアレンスのための準備作業等)並 びに行政上の業務 (救 急医療情報 システ
ムヘの入力、感染症のサーベイランス事業等 )へ の対応を医師の指示の下に行 う

2

医師以外の職種 の指示の下に行 う業務、診療報酬 の請求事務、窓口・受付業務、医
療機関の経営、運営のための基礎デー タ収集業務、看護業務の補助並びに物品運搬業
務等については行わないこと

現

改正案

行

ハイリスク分娩管理加算】 (1日 につき)
【

ハ イリスク分娩管理加算】(1日 につ き)
【

1= 000点

2: 000点
[対 象者]

[対 象者]

妊娠 22週 から 32週 未満の早産、 40歳
妊娠 22週 か ら27週 の早産、 40歳 以上
の初産婦、分娩前の BMIが 35以 上の初産婦、 以上の初産婦、分娩前の BMIが 35以 上の初
糖尿病合併妊娠、妊娠高血圧症候群重症、常 産婦、妊娠高血圧症候群重症、常位胎盤早期
剥離、前置胎盤、双胎間輸血症候群、心疾患、
糖尿病、特発性血小板減少性紫斑病、自血 病、

位胎盤早期剥離

血友病、出血傾向及び HIV陽 性等の妊産婦
[施 設基準等 ]

績院勤務医の負担の軽減 に資す る体制 力く
準
備 され ていること

④

改

中医協

診

‑6

2 1. 6. 1 0

「入 院時医学管理加算J
〔
告示〕
「診療報酬 の算定方法 平成 20年 厚生労働省告示第 59号

A200

参

料

別表第 1」

入院時医学管理カロ
算 (1日 につき)

120点

病院勤務 医 の負担の軽減に対す る体制その他の事項
急性期医療 を提供す る体制、

注

につ き別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 してい るもの として地方厚生局
長等に届け出た保 険医療機関に入院 してい る患者 (第 1節 の入院基本料

「病院勤務医の負担軽減の実態調査」

(特 別入院

基本料 を除 く。)の うち、入院時医学管理カロ
算 を算定できるもの を現に算定 してい
る患者に限 る。)に ついて、入院 した 日か ら起算 して 14日 を限度 として所定点数
に加算す る。
「基本診療料 の施設基準等
第8

平成 20年 厚生労働省告示第 62号 」

入院基本料等加算 の施設基準等

1

入院時医学管理加算 の施設基準

(1)特 定機能病院及び専門病院入院基本料 を算定す る病棟 を有す る病院以外の病院
であること。

(2)急性期 医療 を行 うにつ き十分な体制が整備 されてい ること.
(3)病 院勤務医の負担 の軽減 に資す る体制が整備 されて い ること
(4)急 性期 医療 に係 る実績 を相 当程度有 していること.

.

〔
課長通知〕
「基 本 診 療 料 の 施 設 基 準等 及 びそ の 届出 に 関す る手続 き の 取扱 い につ い て

保 医発 第

0305002号 」
男lli恭 3
第1

入院時医学管理加算

1 入院時医学管理加 算 に関する施設基準等
(1)一 般病棟入院基本料 を算定す る病棟 を有す る保険医療機関であること。
(2)内 科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及 び産科又は産婦人科 を
標榜 し、当腋診療科 に係 る入院医療を提供 している保険医療機関であること.た
だ し、精神科 については、24時 間対応できる体制

(自

院又は他院 の精神科医が、

速や かに診療 に対応 できる体制 も含む。)が あれば、必ず しも標榜 し、入院医療
を行 う体制 を必要 としないこと.

(3)24時 間の救急医療提供 として、以下のいずれかを満 た してい ること。
ア 「救急医療対策事業実施要綱J(昭 和 52年 7月 6日 医発第 692号 )に 定め
る第 5「 第 2次 救急医療体制J、 第 8「 救命救急 セ ンター」、第 9「 高度救命救
急セ ンター 」又 は「周産期医療対策事業実施要綱」 (平 成 8年 5月 10日 児発第

488号 )に 定める総合周産期母子医療セ ンター を設置 している保険医療機関

ア と同様 に 24時 間の救急息者を受 け入れている保険 医療機関

イ

(4)外 来を縮小す るに当た り、次の体制を確保 してい ること。
ア

病院の初診に係 る選定療養 の届出を行 ってお り、実費を徴収 してい ること。

地域 の他 の保険医療機 関 との連携 の もとに、区分番号 「B009」 診療情報提
供料 (1)の 「注 7」 の加 算を算定す る退院患者数及 び転帰が治癒 で あ り通院の

イ

必要 の ない患者数が直近 1か 月間の総退院患者数

(た

「 医師事務作 業補 助体制加算 J
告示〕
〔
「診療報酬 の算定方法

A207‑2
1
2
3
4

だ し、外来化学療法又は外

来放射線療 法に係 る専門外来並びにHIV等 に係 る専門外来の患者 を除 く。)の
うち、 4割 以上であるこ と。

(5)病 院勤務医の負担の軽減 に対 し、次の体制 を整備 していること。
病院勤務医の負担の軽減に資す る計画

ア

(例 :医 師・看護師等 の業務分担、医師

平成 20年 厚生労働省告示第 59号

別表第 lJ

医師事務作業補助体制加 算 (入 院初 日)

注

に対す る医療事務作業補助体制、短時間正規雇 用 の医師の活用、地域 の他 の保険

25対 1補 助体制加算
50対 1補 助体制加算
75対 1補 助体制加 算
100対 1補 助体制加算

355点
185点
130点
105点

病院勤務医の負担の軽減 を図 るための医師事務作業の補助の体制そ の他 の
事項につ き別に厚生労働大臣が定める施設基準 に適合 しているもの として地

医療機 関 との連携体制、外来縮小 の取組み等)を 策定 し、職員等に対 して周知 し

方厚生局長等に届け出た保 険医療機関に入院 している患者 (第 1節 の入院基本

ていること。

料 (特 別入院基本料を除 く。)又 は第 3節 の特定入院料 の うち、医師事務作業

特別の 関係 にある保険 医療機 関での動勝 時間 も含 めて、
勤務医の勤務時間を把

イ

補助体制加算を算定できるもの を現に算定 している患者 に限る。)に ついて、

握す るとともに、医療安全 の向上に資す るための勤務体系を策定 し、職員等に対
して周知 していること。

通 常勤務 について配慮す ること等)

(6)全 身麻酔 (手術 を実施 した場合 に限る。)の 患者数が年 800件 以上であること。
なお、併せて以下のアか ら力を満 たす ことが望ま しい。
ア
イ
ウ
工
オ
力

40件/年 以上
悪性腫瘍手術 400件 /年 以上
腹腔鏡 下手術 100件 /年 以上
放射線治療 (体 外照射法)4000件 /年 以上
化学療法 40∞ 件/年 以上
分娩件数 100件 /年 以上
人工心肺 を用いた手術

(7)地 域 の他の保険医療機 関 との連携 体制の下、円滑に退院患者 の受け入れ が行わ
れ るための地域連携室を設置 してい ること。

(8)画 像診断及び検査を 24時 間実施できる体制 を確保 してい ること。
(9)薬 剤師 が、夜間当直 を行 うことにより、調剤 を 24時 間実施できる体制を確保
していること。

入院初 日に限 り所定点数に加算す る。

(例 :連 続 当直は行わないシフ トを組むこと、当直後 の

「基本診療料 の施設基準等
第8

7の

平成 20年 厚生労働省告示第 62号 」

入院基本料等加算の施設基準等

2

医師事務作業補助体制加算 の施設基準

(1)急 性期 医療 を担 う病院であること。
(2)医 師 の事務作業 を補助す ることにつ き十分な体制が整備 されてい ること。
(3)病 院勤務医の負担 の軽減 に資す る体制が整備 されて い ること。
〔
課長通知〕
「基 本 診療料 の 施 設 基 準等及 びそ の 届 出 に 関す る手続 き の 取扱 い につい て

保 医発 第

0305002号 」
別添 3

2 医師事務作業補助体制加算
1 医師事務作業補助体制加算 に関す る施設基準
(1)急 性期医療を行 う病院 (特 定機能病院 を除 く。 )で あること。
(2)病 院勤務医の負担の軽減に対す る体制が とられてい ること。

第 4の

ア 病院勤務 医の負担の軽減に資す る具体的計画 (例 :医 師・看護師等 の業務分担、
医師に対す る医療事務作業補 助体制、短時間正規雇用の医師の活用、地域 の他 の
保険医療機 関 との連携体制、外来縮小 の取組み等 )を 別添 7の 様式 13の 2の 例
に よ り策定 し、職員等に周知 してい ること。
イ

特別 の関係にある保険医療機 関での勤務時間 も含めて、勤務医の勤務時間 を把

握す るとともに、医療安全の向上に資す るための勤務体系を策定 し、職員等 に対
して周知 していること。 (例 :連 続 当直は行わな いシフ トを組む こと、当直後の

の業務 内容 を文書で整備 してい ること。

通常勤務について配慮す る こと等 )

(3)院 内計画に基づ き、診療科間の業務 の繁閑の実情 を踏 まえ、医師の事務作業 を

イ

算 の場合は届出病床数 (一 般病床 に限 る。以下この項 にお いて同 じ。 )25床 ご
とに 1名 以上、50対 1補 助体制カロ
算 の場合は届出病床数 50床 ごとに 1名 以上、

(診 療録並び に手術記録、看護記録等 )の 記載 について、「診療録等
(昭 和 63年

5月 6日 総第 17号 等 )に 沿 つた体制であ り、当該

体制 について、院内規程を文書で整備 していること。
ウ 個人情報保護 について、「医療・介護関係事業者 にお ける個人情報の適切 な取
扱 いのためのガイ ドライン」 (平 成 18年 4月 21日 医政発第 0421005号 等)に 準

75対 1補 助体制加算の場合は届 出病床数 75床 ごとに 1名 以上、 100対 1補 助体
制加算 の場合 は届出病床数 100床 ごとに 1名 以上配置 していること。また、当該
医師事務作業補助者は、雇 用形態 を問わない (派 遣職員 を含むが、指揮命令権 が

診療記録

の記載 について」

補助す る専従者 (以 下 「医師事務作業補助者Jと い う)を 、25対 1補 助体制カロ

工

拠 した体制であ り、当該体制について、院内規程 を文書で整備 していること。
電子 カルテシステム (オ ー ダ リングシステムを含む。)に ついて、「医療情報

当該保 険医療機関にない請負方式な どを除 く。)が 、当該保険医療機関の常勤職

システムの安全管理 に関す るガイ ドライ ンJ(平 成 19年 3月 30日 医政発第 033

員 (週 4日 以上常態 として勤務 し、かつ所定労働時間が週 32時 間以上である者)

0033号 等)に 準拠 した体制であ り、当該体制について、院 内規程 を文書で整備

と同 じ勤務時間数以上の勤務 を行 う職員 であること。なお、当該職員は、常勤換

して い ること。特に、「成 りすま しJが ない よう、電子カルテシステムの真正性
について十分留意 していること。医師事務作業補助者 が電子 カルテ システムに入

算 に よる場合であつても差 し支 えない。

(4)保 険医療機関で策定 した勤務医負担軽減策を踏 まえ、医師事務作業補助者 を適
切 に配 置 し、医師事務作業補助者 の業務を管理 。改善す るための責任者

(医 師事

務作業補助者以外 の職員であつて、常勤 の者に限る。)を 置 くこと。当該責任者
は適宜 勤務医師の意見を取 り入れ、医師事務作業補助者 の配置状況や業務 内容等

力す る場合は代行入力機能 を使用 し、代行入力機能 を有 しないシステムの場合 は、
業務範 囲を限定 し、医師事務作業補助者が当該 システ ムの入力業務に携わ らない
こと。

2 25対 1補 助体制加算の施設基準
「救急医療対策事業実施要綱」

について見直 しを行い、
実際に勤務医の事務作業 の軽減に資す る体制を確保す る

(昭 和

52年 7月 6日 医発第 692号 )に 規定す る

(5)当 該 責任者 は、医師事務作業補助者 を新たに配置 してか ら6か 月間は研修期間

第二次救急医療機関、小児救急医療拠点病院又は「周産期医療対策整備事業 の実施
についてJの 別添 「周産期医療対策事業実施要綱」 (平 成 8年 5月 10日 児発第 48

と して 、業務内容について必要な研修 を行 うこと。なお 、6か 月の研修期間内に

8号 )に 規定す る総合周産期母子医療セ ンター を設置 してい る保険医療機 関であ る

こ とに努 めること.

(医 師事務 作業補助者 としての業務を行 い なが らの職場内研

こと。

修 を含む。)を 実施するもの とし、当該医師事務作業補助者 には実際に病 院勤務

3 50対

32時 間以上 の研修

医 の負担軽減 に資す る業務 を行 わせ るものであること。 なお、平成 20年 3月 以
前 か ら、医師 の事務作業を補助す る専従者 として雇用 している者に対 して も、当

1、

75対 1及 び 100対 1補 助体制加算の施設基準

25対 1補 助体制加算の施設基準を満 た していること又は 「災害拠点病院整備事
業 の実施 について」 (平 成 8年 5月 10日 健政発第 435号 )に 規定す る災害拠点病

得す ること。また、職場内研修 を行 う場合 には、その実地作業における業務状況

院、「へ き地保健医療対策事業について」 (平 成 13年 5月 16日 医政発第 529号 )
に規定す るへ き地医療拠点病院、地域医療支援病院の指定を受けてい ること若 しく

の確認 並びに問題点に対す る改善 の取組みを行 うこと。

は年 間 の緊急入院患者数 が 200名 以上の実績 を有す る病院であること。なお、「周

該研修 が必要であること。研修 の内容 については、次の項 目に係 る基礎知識 を習

ア

医師法、医療法、薬事法、健康保険法等 の関連法規の概要

個人情報 の保護に関す る事項
ウ 当該 医療機関で提供 され る 一般的な医療内容及び各配置部門におけ る医療 内

イ

容や用語等

産期医療対策整備事業の実施 について」

(平 成 8年

5月 10日 児発第 488号 )に 規

定 され る周産期医療 を担 う医療機 関にお いて救急搬送 となった保険診療 の対象 と
なる妊産婦については、母体数 と胎児数 を別に数える。

4 3の 緊急入院患者数 とは、救急搬送

(特 別 の 関係 にある保 険医療機関 に入院す る

工

診療録等 の記載・ 管理及び代筆、代行入力

患者又 は通院す る患者、介護老人保健施設 に入所す る患者、介護療養型医療施設 に

オ

電子カルテシステム (オ ー ダ リン グシステムを含む。)

入院す る患者若 しくは居住系施設入居者等である患者 を除 く。)に よ り緊急入院 し

(6)院 内に次の診療体制が とられ、院内規程 を整備 していること。
ア

医師事務作業補助者 の業務範 囲 について、「医師及び医療関係職 と事務職員等
との 間等 での役割 分担の推進についてJ(平 成 19年 12月 28日 医政発第 122800

1号 )に ある、「 2 役割分担 の具体例
務職員等 との役割分担

(1)医 師、看護師等の医療関係職 と事

1)書 類作成等」 に基づ く院内規程 を定めてお り、個別

た患者 数及 び 当該保険医療機 関を受診 した次 に掲げ る状態 の患者であつて 、医師が
診察等 の結果、緊急 に入院が必要 と認 めた重症患者の うち、緊急入 院 した患者数 の
合計をい う。
ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
イ

意識障害又は昏睡

ウ 呼吸不全又は心不全で重鷲な状態
工 急性薬物中毒

「ハイリスク分娩管理加算」
・

オ ショック
カ 重常な代謝異常

(肝 不全、腎不全、重症糖尿病等)

〔
告示〕
「診療報酬 の算定方法 平成 20年 厚生労働省告示第 59号
A237 ハイリスク分挽管理加算 (1日 につき)

別表第 lJ
2,0∞ 点

注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 している もの と して地方厚生

キ 広範囲熱傷
ク 外傷、破傷風等で重篤な状態

局長等に届 け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定め る患者

ケ 緊急手術を必要 とする状態
コ その他、 「アJか ら「ケJに 準ずるような重篤な状態

節 の入院基本料 (特 別入院基本料 を除 く。)の

(第 1

うち、ハ イ リスク分娩管理

加算を算定で きるものを現に算定 してい る患者に限 る。 )に ついて、分晩
を伴 う入院 中にハ イ リス ク分続管理を行 つた場合 に、1入 院 に限 り8日 を
限度 として所定点数 に加 算す る。

2

ハイ リスク分娩管理 と同一 日に行 うハイ リスク妊娠管理 に係 る費用は、ハ
イ リス ク分挽管理加 算 に含 まれ るもの とす る。

「基本診療料 の施設基準等
第8

平成 20年 厚生労働省告示第 62号 J

入院基本料等加算の施設基準等

32 ハイ リスク分娩管理加 算 の施設基準等
(1)ハ イ リスク分娩管理加算の施設基準
当核保険医療機 関内に専 ら産婦人科又は産科に従事す る常勤医師 が 3名 以上

イ

配置 されてい るこ と。
口

当該保険医療機 関内に常勤 の助産師 が 3名 黙上配置 されてい る こと.

ハ

1年 間の分娩実施件数 が120件 以上であ り、かつ、その実施件数等を当該保険

医療機 関の見やす い場所 に掲示 していること.
二 病院勤務医の負担 の軽減に資す る体制が整備 されてい ること。

(2)ハ イ リスク分娩管理カロ算 の対象患者
保険診療の対象 となる合併症 を有 している妊産婦であつて、別表第 7に 掲げるも
の
別表第 7

ハイ リス ク分娩管理カロ
算の対象患者
妊娠22週 か ら32週 未満 の早産 の患者
40歳 以上の初産婦 である患者

分娩前 の BMIが 35以 上の初産婦 である患者
妊娠高血圧症候群重症 の患者
常位胎盤早期剥離 の患者
前置胎盤 (妊 娠28週 以降で出血等 の症状 を伴 うものに限 ろ。 )の 患者
双胎間輸血症候群 の患者
心疾患 (治 療 中の ものに限 る。 )の 患者
糖尿病 (治 療 中の ものに限 る。)の 患者
特発性血小板減少性紫斑病 (治療 中の ものに限る。 )の 患者
白血病 (治 療 中の ものに限 る。 )の 患者

｀

血友病 (治 療 中の ものに限 る。 )の 患者
出血傾向のある状態 (治 療 中の ものに限 る。 )の 患者

HIV陽 性 の患者
当議妊娠 中に帝王切 開術 以外 の開腹手術 を行 った患者又は行 う予定 のある
患者
〔
課長通知〕
「基 本 診 療 料 の 施 設 基 準等 及 び そ の 届 出 に 関す る手続 き の取扱 い に つ い て

保 医発 第

0305002号 」
別添 3
第 23 ハイ リス ク分娩管理加 算

1 ハ イ リスク分娩管理加算 に関す る施設基準
(1)当 該保 険医療機関内 に、専 ら産婦人科又は産科に従事する常動の医師が、3名
以上配置 されてい ること。

(2)当 該保険医療機関内に、常動の助産師 が 3名 以上配置 され てい ること。
(3)1年 間の分娩件数、配置医師数及 び配置助産師数を当該保険医療機 関の見やす
い場所 に掲示 していること.

(4)病 院勤務医の負担 の軽減 に対す る体制が とられてい ること。
病院勤務医の負担 の軽減に資す る具体的計画

ア

(例 :医 師

。看護師等の業務分

担、医師に対す る医療事務作業補助体制、短時間正規雇 用 の医師 の活用、地域
の他 の保険医療機 関 との連携体制、外来縮小 の取組み等)を 策定 し、職員等に
周知 してい る こと.
イ

特別 の関係 にある保 険医療機 関での勤務時間も含 めて、勤務医の勤務時間を
把握す るとともに、医療安全 の向上に資す るための勤務体系を策定 し、職員等
に対 して周知 してい ること。

(例

:連 続 当直は行わないシフ トを組む こと、当

直後 の通常勤務について配慮す ること等)

(5)財 団法人 日本 医療機能評価機構 が定 める産科医療補償制度標準補償約状 と同
一の産科医療補償約漱 に基づ く補償 を実施 していること。

