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医療情報ヘッドライン 
 

 

 

 

 

 

 

 日本医師会は９月 17 日の定例記者会見で
ＤＰＣの問題点を改めて指摘した。問題点は 
 

（１）医療内容の変質と患者の負担 
（２）医療経営上のモラルハザード 
（３）医療の達成度との関係 
（４）ＤＰＣ病院の経営分析に見る 

地域医療格差の拡大 
（５）がんとの関係 

 
という 5 つの視点から指摘している。 
 
（１）医療内容の変質と患者の負担 
 （１）に関しては、ＤＰＣ病院では退院時
の治癒率の割合が低下し、再入院の割合が増
加していることを挙げ、仮に急性期では治癒
率が高いことが求められていないとしても、
ＤＰＣ導入後に治癒率が一貫して低下傾向に
あることは問題であると批判。在院日数の短
縮は患者にとって入院中の精神的・身体的負
担を増大させ、退院後の負担をもたらすこと
も少なくないことから、患者の退院後も含め
た実態調査を早期に実施すべきとの考えを示
した。 
 
（２）医療経営上のモラルハザード 
 （２）については、ＤＰＣの制度自体の特
性から経営上のモラルハザードを誘発しかね
ないとし、厚生労働省に対し、ＤＰＣ病院に
おける指導監査で明らかとなった適切でない
請求事例の具体的内容の提示を改めて求めた。 
 
（３）医療の達成度との関係 
 （３）に関しては、ＤＰＣ評価分科会がま
とめた「医療の達成度、患者満足度に係る調
査」報告書のなかで、「ＤＰＣに対する理解が
医療の達成度に好影響を与えていることが明
らかとなった」としていることにについて言
及。 
 
 

（４）ＤＰＣ病院の経営分析に見る 
地域医療格差の拡大 

 （４）については、国公立病院に関して、
ＤＰＣ病院とそれ以外の病院との収入などを
日医で比較・分析した結果、当初からＤＰＣ
に手を挙げた病院は元来、在院日数が短いう
え、収入が多く、患者単価も高いなど、優位
な位置にあったほか、調整係数による安定的
な収入を財源として、医師、看護師も増大さ
せていることが推察されることなどを改めて
説明。特に入院単価の伸びに関しては 2006
年対象病院が前年にかなりの単価の伸びを示
していることに着目。「ＤＰＣは調整係数によ
って前年度の診療報酬が保証されることから、
ＤＰＣ対象病院になる前年に過度の診療を行
い、点数を引き上げているとの指摘もある」
とした。 
 
（５）がんとの関係 
 （５）では、351 のがん拠点病院のうちの
９割がＤＰＣ病院であること、特に悪性新生
物に関してはＤＰＣの導入後、平均在院日数
の短縮化が進んでいる一方で、外来患者数が
増加している傾向にあることに留意すべきと
した。 
 以上の点を踏まえたうえで、日医はＤＰＣ
が今後目指すべき方向性として 
 

①厚生労働省に指導監査やＤＰＣ対象患者
の外来診療を含めた診療内容等の詳細デ
ータの公開を求め、医療機関経営におけ
るＤＰＣの実態を明らかにする 

②患者の視点から実態調査を早急に実施
し、問題がある場合にはＤＰＣの拡大を
凍結する 

③医療費の抑制が行き過ぎ、フリーアクセ
スの制限につながらないよう、ＤＰＣか
らの撤退は自由にする 

 
との日医の見解を改めて示した。 
 

● 日本医師会 定例記者会見 

日本医師会 ＤＰＣの問題点を改めて指摘 
「医療経営上のモラルハザード」「がんとの関係」など５つの視点から 
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医療情報ヘッドライン 
 

 

 

 

 

 

 厚生労働省健康局は９月 17 日、「受動喫煙

防止対策のあり方に関する検討会」を開催し、

たばこ対策に関する有識者３名からの意見聴

取が行われた。 

 日本学術会議からは、「脱タバコ社会の実現

に向けて」と題する要望書が提出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 要望書によると、平成 18 年度から新設さ

れたニコチン依存症管理料による禁煙治療が

成果を挙げているとして、さらに多くの喫煙

者が容易に禁煙治療を受けることができるよ

うにするなど、禁煙治療・禁煙支援の体制を

整備する必要があると強調している。 

 

■日医、神奈川県の受動喫煙防止条例を評価 

 日本医師会は９月 16 日、禁煙に関する声

明文を公表した。この声明文はこのほど、「神

奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例

（仮称）」の骨子案が発表されたことを受けた

もので、日医は、この受動喫煙防止条例（仮

称）が、県民の健康の確保を図るため、県、

県民、保護者及び事業者の責務を明らかにし

たことを高く評価し、協力したいとの意向を

示している。 

 その上で、今後、 

 

（１）医療機関、医師会における全面禁煙

の徹底 

（２）喫煙治療・禁煙支援体制の整備 

（３）喫煙防止教育の推進 

（４）若年者や助成の喫煙防止のための、

たばこ税・価格の引き上げ 

（５）職場・公共の場所における喫煙の法

的規制の推進 

 

の取り組みを進めるとしている。 

 神奈川県の病院・診療所、公共的空間の禁

煙を義務付ける条例骨子案は９月 12 日に公

表された。この条例は、不特定多数の人が出

入りすることができる公共的な空間における

受動喫煙による健康影響を防止するためのも

の。骨子案によると病院・診療所や社会福祉

施設については、喫煙規制の必要性が高い「第

1 種施設」として区分し、その公共的空間を

禁煙とするとともに、施設入口に禁煙である

旨の表示を施設管理者に義務付けるとしてい

る。 

 

 

 

禁煙治療・支援の体制整備すべき――防止対策ヒアリング
日医は神奈川県の受動喫煙防止条例を評価、協力の意向 

●厚生労働省 健康局 

2



 

 3

医業経営情報レポート 

 

診療所経営の新たな収入源！ 

特定健診・特定保健指導事業の展開 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

新たな収入源にする特定健診・特定保健指導 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

診療所が担い手の中心になる「特定健康診査」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「特定保健指導」を地域密着の切り札にする 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

診療所の健診事業展開の留意点 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

健診事業の準備ポイント【Ｑ＆Ａ】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ジャンル： 医業経営 
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 医療制度改革において示された医療保険者が果たすべき役割として、「高齢者の医療の確保に

関する法律」により、平成 20 年４月から、医療保険者（国民健康保険・被用者保険）は、40

歳から 74 歳の加入者を対象とし、内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための特定健康

診査（以下「特定健診」）及び特定保健指導の実施が義務付けられました。 

 同４月より実施予定であった高齢者医療費の窓口負担増の凍結が決定し、平成 20 年度診療報

酬改定では本体 0.38％引き上げの改定率が示されましたが、勤務医対策を重視する傾向から、

診療所にとっては厳しい内容となる予測です。とりわけ診療報酬上の評価が手厚い在宅医療や休

日・夜間診療を手がけていない診療所においては、予測されるマイナス分を補うため「特定健診」

や「特定保健指導」への取り組みを新たな収入源として考えるべきです。 

 厚生労働省は健診事業の担い手として地域開業医を想定しており、健診事業を実施しない診療

所は、今後、患者から選ばれなくなるといえるでしょう。本レポートでは、新たな健診事業に関

し、その制度概要と診療所経営へ活用するポイントを解説します。 

 

 

 

 従来の老人保健法に基づき実施されていた自治体健診では、保健指導までは求められず、状態

が悪い受診者に対して保険診療を行うか否かにより、その後の対応が区分されていました。つま

り、基本的に健診のみを実施するだけであったのに対して、今回新たな特定保健指導という階層

が設けられたことは、生活習慣病対策で医療費抑制を推進しようとする国の強い意向が読み取れ

ます。「疾患の早期治療」から「健康管理」目的へと変遷をとげたことで、特定健診と特定保健

指導の双方を健診事業の両輪にすえたということです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 新たな収入源にする特定健診・特定保健指導の今後  

改定影響を最小限にとどめる収入源の確保   

特定健診・特定保健指導制度の概要   

生活習慣病対策

特定保健指導 
特定健診によって抽出された

予備群に対し、生活習慣の改

善に関する指導を実施 

抽 出

特定健診 

内臓脂肪型肥満に着目した生

活習慣病予備軍に対する健診
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 従来実施されてきた健診には、下記の２種類があります（前章「特定健診・特定保健指導の基

本的考え方」参照）。 

 

①老人保健法に基づき 40～74 歳までの人に推奨されてきたもの（義務付けなし） 

②労働安全衛生法に基づく企業の従業員を対象とするもの 

 

 老人保健法の廃止に伴い、自治体が主体となって実施する健診は「高齢者の医療の確保に関す

る法律」に、そのほかの保健事業については健康増進法に引き継がれることとなりました。特定

健康診査は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第 20 条に明記されており、特定保健指導を

含めて自治体が主体となって実施されていた健診に相当するものです。 

 

（１）特定健診事業参入の検討 

 平成 20 年４月施行に向けて、新たな事業を診療所経営に活かすべく検討を始めても、これま

で健診や保健指導を行った実績がないなどの理由から、事業参入を決断できないケースも耳にし

ます。しかし新たな特定健診は、メタボリックシンドロームを重視した健康管理を目的としてい

るため、これまでの健診制度で実施されていたような心電図や胃のバリウム造影、胸部Ｘ線検査

等がメニューに含まれておらず、基本的項目のみであれば、従来よりも安価で実施することがで

きます。また、新たな機器類を導入する必要性も小さいため、診療所にとっては比較的参入しや

すい事業であるといえます。 

 一方で、価格設定は自由とされていますが、検査項目が決められているため、価格面での差別

化を図ることは容易ではないでしょう。 

 

（２）特定保健指導を視野に入れた事業にする 

 前述のように、医療機関が健診と保健指導双方を同時に実施しなければならないものではあり

ません。また、専門領域以外の指導内容が患者から要求された場合に対応しなければならない点

を憂慮するケースも予測されますが、これらについても他機関との連携を検討することで解消で

きる問題です。 

 実施機関として登録する場合には、オンライン請求やコンピュータによるデータ管理システム

の導入を求められますが、インターネット上でフリーソフトをダウンロードすることも可能であ

り、コスト面の不安がある場合でも当面は対応することができます。 

2 診療所が担い手の中心になる「特定健康診査」  

新たな健診事業は診療所が中心になる   



 

 6

 

 

 

 

 

（１）特定保健指導の項目 

 特定健診を受診した者全員を対象に、３段階の指導を実施するものです。健診結果と同時

に実施（年１回）する「情報提供」、面接による支援がメインとなる「動機付け支援」、３ヶ

月以上の継続的な支援を行う「積極的支援」の各項目について、階層化によりグループ分け

された保健指導レベルに応じて行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）特定保健指導は工夫で実施可能になる 

 特定保健指導についても、特定健診と同様に、実施機関となる届出をなす必要があります。実

施機関となる基準は次のように定められていますが、診療所にとっては、このうち必要人員の確

保がハードルとなることが多いでしょう。しかし、個別の支援項目は、特定健診により抽出され

た対象者にのみ６ヶ月間実施するものであり、後述の基準を満たすことが困難な診療所は、自院

では特定健診のみを実施する場合でも、生命保険会社や給食業者等の保健指導に備えている企業

等と連携する方法も検討すべきです。 

 また、基本的に費用は自己負担となるものの、受診者が希望する場合など、同意を条件として

７ヶ月目以降も継続して指導することもできますので、診療所が３ヶ月間のオリジナル指導メニ

ューを提案するなど、積極的な指導の実施に取り組むことが必要でしょう。 

 

3 「特定保健指導」を地域密着の切り札にする  

特定保健指導はこうすれば実施できる  

特定健診を受診した者全員を対象に年１回、健診結果と同時に実施 情報提供 

【面接による支援】 

１人当たり 20 分以上の個別支援、または１グループ（８名以下）当

たり 80 分以上のグループ支援を実施 

動機付け支援 

積極的支援 
上記面接による支援に加え、３ヶ月以上の継続的な支援実施 

（電話・電子メール） 
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 特定健診と特定保健指導は、法律上医療保険者に実施が義務付けられたものであって、保険加

入者に対し、その受診や利用の義務を負わせる趣旨ではありません。 

 したがって、保険者は、本来自らが受診へのインセンティブを実践しなければなりませんが、

アウトソーシング先となる診療所が個別受診を誘引する工夫を凝らし、受診率の向上を図ること

ができれば、保険者による委託先選定の際にはプラスの影響が期待できます。さらに、診療所と

しては、地域の「かかりつけ医」を目指すにあたって、健診・健康相談事業に積極的な取り組み

を進めることによって、地域住民との関係づくりと信頼を育むための大きなルートを得ることに

なります。 

 診療所間の競争が激化するにつれて、潜在的患者である地域住民との接点を得るべく、健診等

で足を運ぶ機会を最大限に活用する重要性が増しています。 

 

（１）健診時問診にも時間をかける 

 地域にある診療所は、存在を認知されていても訪れる機会がない場合が少なくありません。特

定健診は対象者となる年齢が幅広く、それまで診療所を訪れたことのない受診者も来院する貴重

な機会です。健診や保健指導を通じて、診療所としてのスタンスや診療機能、専門性を伝えるこ

ともできるほか、囲い込みにはコミュニケーションとしての問診が重要な役割を占めることにな

ります。 

 健診では、問診の中で、受診者の健康状態、日常生活に関する情報の聞き取りや、日頃健康に

不安のある受診者から寄せられる相談への対応も求められますが、ここで十分な時間をとり、初

診患者と同様に丁寧な対応を心がけると、その後の患者獲得へ大きな効果を生みます。健診から

保健指導へ進んだ場合には、この問診をベースに一定の信頼関係が構築でき、生活習慣病のみな

らず他の疾病を疑った場合でも、健診受診先である診療所をかかりつけ医として認識することに

つながるのです。 

 従来型の企業健診では、受診者への問診は定型的に実施される傾向にありますが、今後の特定

健診では、保健指導におけるかかわりも想定し、新たな患者獲得のルートを確保する機能を果た

すことを意識して問診を重視することが必要です。 

 

 

 

レポート全文は、当事務所のホームページの「医業経営情報レポート」よりご覧ください。 

健診事業を通じて、より地域密着を図る  

4 診療所の健診事業展開の留意点  
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医業経営 TOPICS  統計調査資料 
 

平成 19 年度  

社会福祉行政業務報告（福祉行政報告例） 

結果の概況 
 

 

 

 

 平成 19 年度末現在の身体障害者手帳交付台帳登載数は 4,946,431 人で、前年度に比べ

51,021 人（前年度比 1.0%）増加している（表３）。 

 

 

表３ 身体障害者手帳交付台帳登載数の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 身体障害者福祉関係

● 厚生労働省 ２００８年９月 26 日公表 
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 平成 19 年度末現在の療育手帳交付台帳登載数は 756,843 人で、前年度に比べ 28,990 人

（前年度比 4.0%）増加している（表４）。 

 

表４ 療育手帳交付台帳登載数の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）老人ホームの施設数・定員 

 平成19年度末現在の老人ホーム（有料老人ホームは除く。）の施設数は9,108施設で、前年

度に比べ193施設（前年度比2.2%）増加している。定員は572,601人で前年度に比べ17,534

人（同3.2%）増加しており、「特別養護老人ホーム」が15,962人（同4.0%）、「軽費老人

ホーム（ケアハウス）」が1,688人（同2.4%）増加している（表５）。 

 

表５ 老人ホームの施設数・定員の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 老人福祉関係

２ 知的障害者福祉関係

各年度末現在
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 平成 19 年度末現在の社会福祉法人数は 18,537 法人で、前年度に比べ 125 法人（前年度

比 0.7%）増加している。これを法人の種類別にみると「社会福祉協議会」は 15 法人（同 0.8%）

減少しているが、「施設経営法人」は 82 法人（同 0.5%）増加している。（表８） 

 

表８ 社会福祉法人数の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「平成 19 年度 社会福祉行政業務報告（福祉行政報告例）結果の概況」の全文は、 
当事務所のホームページの「医業経営 TOPICS」よりご確認ください。 

４ 社会福祉法人関係

各年度末現在

注：２つ以上の都道府県の区域にわたり事業を行っている法人（厚生労働大臣及び地方厚生局

長所管分）は含まれていない。 
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医業経営 Q&A  
 

 

レセプトオンライン化の導入 
レセプトオンライン化の導入はどのような流れになりますか。 

 

 

      段階的に義務付けられているレセプトのオンライン化は、各基準により運用開始ま

でに時間がある医療機関が多いことや移行に必要なハード・ソフト両面におけるコス

トも影響して、円滑に進んでいるとはいいがたい状況です。 

      厚生労働省は、システム移行の推進を図るために、既存の医事会計システムやレセ

プトコンピュータからレセプト出力情報を取り出して、レセプト電算処理システム仕様の電子レ

セプトに変換するソフト、すなわちレセプト文字データ変換ソフト（商品名レセスタ：Recesta）

を医療機関に配布する等の支援を行い、導入コストの負担減を図っています。 

 

 レセ電化の手法はさまざまですが、現在レセプト作成を電算化している（レセコン導入済み）

医療機関を想定して、厚生労働省が紹介するレセ電導入のモデルは次のようなものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャンル： 医業経営 ＞ サブジャンル： レセプトオンライン
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医業経営 Q&A  
 

 

レセプトオンライン請求で求められるセキュリティレベル 
レセプトオンライン請求に移行した場合、情報漏えい等のリスクはどの程度あるの

でしょうか。 

 

      ネットワークを利用し、電子レセプトデータによる請求業務を運用する際には、レ

セプトに含まれる個人情報を適切に保護することが必須課題となります。情報システ

ムの導入によって、事務処理の効率化や利便性向上等が期待できる一方で、データの

漏えいや消失・破壊等のシステマチックな障害をもたらすリスクもはらんでいるとい

えるからです。 

 このような背景から厚生労働省は、平成 18 年４月「レセプトのオンライン請求に係るセキュ

リティに関するガイドライン（以下「本ガイドライン」という。）」を公表して、段階的に開始さ

れるレセプトのオンライン請求移行プロセスにおける注意喚起を促すため、これら請求業務およ

びシステムに関わる者に対して遵守事項を示すに至りました。 

 

■レセプトオンライン請求と情報保護 

 本ガイドラインは、レセプトオンライン化とそのセキュリティに関する基本的考え方、そして、

オンライン請求業務に関する組織およびシステムが最低限満たすべきと考えられる項目を示し

ているものです。本ガイドラインは、その内容に基づいて各医療機関等が「どのように目的を達

成していくか」を示した基本方針を作成することを求めています。  

 

■ガイドラインの位置づけ 

 また、本ガイドラインは次のような項目で

構成され、情報通信に関する環境変化、オン

ライン請求状況等の諸事情を勘案した上で、

必要に応じて見直すものとしています。 

 レセプトオンライン化に移行するにあた

っては、各医療機関が自院のセキュリティ対

策に関する基本方針（セキュリティポリシ

ー）を作成した上で、ガイドラインに示され

た項目以外の対策についても、機能や状況に

応じて導入することが望ましいとされます。 
 

■本ガイドラインの構成 
構   成 概   要 

組織・体制 オンライン請求業務に関わる組織の責任と役割 

情報の分類と管理 オンライン請求業務情報等の分類と分類に応じた管理方法 

物理的セキュリティ 
オンライン請求システムで使用される送信機器、送受信機器または受信機器の設置され
る環境が備える設備要件 

人的セキュリティ オンライン請求業務に関わる人員の役割と責任、教育 

技術的セキュリティ 
オンライン請求システムが備えるセキュリティ機能要件（ハード・ソフトウェア、ネッ
トワーク観点） 

運用 オンライン請求システムの管理運用に関する整備すべき文書及び遵守事項 

規程遵守 オンライン請求システムを導入するに当たり整備すべき文書 

規程に対する違反への対応 オンライン請求システムの運用時における規程違反に対する対応 

評価・見直し オンライン請求に関わる業務・システム・文書に対する評価及び見直し 

 

ジャンル： 医業経営 ＞ サブジャンル： レセプトオンライン

2 

nswer 

uestion 

（出典：厚生労働省「レセプトのオンライン請求に係るセキュリティ

に関するガイドライン」） 


