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医療情報ヘッドライン 
 

 

 

 

 

 

 

 厚生労働省は９月 24 日、省内で第 134 回

中医協総会を開催し、「介護老人保健施設入居

者に対する処方せんの交付」や「ＤＰＣにお

ける高額な新規の医薬品等への対応」などに

ついて議論を行った。 

 

 介護老人保健施設入居者に対する処方せん

の交付については「介護老人保健施設入居者

に係る診療料」に定められた項目の趣旨を踏

まえ、「現行の抗悪性腫瘍剤（内服）、疼痛コ

ントロールのための医療用麻薬およびＢ型肝

炎・Ｃ型肝炎などに対する抗ウイルス剤だけ

でなく、人工透析患者に対するインターフェ

ロン製剤、血友病の治療に係る血液凝固因子

製剤および血液凝固因子抗体迂回活性複合体

などに対しても処方せんを交付できるよう、

療養担当基準上の手当を行うこととしたい」

とした。 

 

［参考］ 

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に 

基づき「厚生労働大臣が定める掲示事項等 

 

第十二 療担基準第 20 条第四号ロの処方せんの

交付に係る厚生労働大臣が定める場合 

 

一 悪性新生物に罹患している患者に対して抗悪

性腫瘍剤の支給を目的とする場合 

二 疼痛コントロールのための医療用麻薬の支給

を目的とする処方せんを交付する場合 

三 抗ウィルス剤（Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能若

しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全

症候群又はＨＩＶ感染症の効能若しくは効果

を有するものに限る。）の支給を目的とする処

方せんを交付する場合 

 

 一方、ＤＰＣにおける高額な新規の医薬品

等への対応については新規に薬価収載された

医薬品などがＤＰＣにおける診療報酬点数に

反映されないことから、 

 

前年度に使用実績のない医薬品等につい

ては当該医薬品等の標準的な使用におけ

る薬剤費（併用する医薬品も含む）の見込

額が、使用していない症例の薬剤費の平均

＋１ＳＤを超えること 

 

という基準に該当する医薬品などを使用した

患者に関しては包括評価の対象外とし、出来

高算定することとしている。また、当日はこ

の他、医療機器の保険適用についても報告を

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

● 厚生労働省 第 134 回中医協総会 

中医協総会「介護老人保健施設入居者に対する処方せんの交付」などを議論
「ＤＰＣにおける高額な新規の医薬品等への対応」など 
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医療情報ヘッドライン 
 

 

 

 

 

 

 政府は９月 18 日、「新型インフルエンザ及
び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会
議」を開き、22 日に第１次案を公表した。 
 新型インフルエンザとは、過去およそ 10
年から 40 年周期で発生するもので、ほとん
どの人は免疫を持っていない。このため世界
的な大流行（パンデミック）となり、大きな
健康被害と社会的影響をもたらす。被害想定
は、受診患者数 1,300－2,500 万人、入院患
者 53－200 万人、死亡者数 17－64 万人と
推定されている。 
 18 日は主に新型インフルエンザワクチン
接種の進め方について議論が交わされた。新
型インフルエンザワクチン接種の進め方につ
いては、第１次案として、先行接種の対象者
と順位（案）の考え方を示した。それによる
と、ワクチンは感染リスクを考慮しつつ「感
染拡大防止・健康被害の最小化」「社会・経済
機能の破綻防止」に資する業種・職種の従事
者に対し先行的に接種するとして、３つのカ
テゴリーを示した。 
 カテゴリーⅠは発生時に対応する医療従事
者や保健所職員、警察職員、自衛隊員など。
カテゴリーⅡは国民の生命・健康に関わる業
種・職種を３つに分け、首相・閣僚等、地方
自治体の意思決定に関わる者など。感染症指
定病院等以外の医療従事者、医薬品製造販売
業など。国会議員、警察、報道、法曹等関係
者。カテゴリーⅢは国民の生活維持に関わる
業種・職種で電気、石油、運輸、食品、流通、
金融等のライフラインに関わる者とした。 
 
■厚労省の基本方針案は 
 状況に応じた対応策示す 
 厚生労働省健康局は９月 22 日、新型イン
フルエンザ専門家会議を開き、新型インフル
エンザ対策における基本方針（案）が示され
た。 
 それによると「新型インフルエンザが発生
する前から国内でパンデミックを抑え、小康
状態に至るまでを５段階に分類し、各段階に

応じた対策等を定める」という考え方を示し 
 

（１）感染拡大を可能な限り抑制し、健康
被害を最小限にとどめる 

（２）社会・経済を破綻に至らせない 

 
―ことを主たる目的として対策を講じていく
としている。 
 新型インフルエンザへの対策は、その状況
等に応じてとるべき対応が異なることから柔
軟さが重要とし、前段階（未発生期）も含め
た５段階（海外発生期・国内発生早期・感染
拡大－まん延期－回復期・小康期）に応じた
目的、対策が具体的に示された。関係機関等
は、行動計画とガイドラインに従った施策を
段階に応じて実施するとしている。なお厚労
省医薬食品局は 18 日、都道府県インフルエ
ンザワクチン担当者会議で、ワクチンの全注
文量が前年実績を上回らないよう通知を出し
たが、現在、29 都道府県で前年実績を上回っ
ている。 
 
■東商、新型インフルに対する 
 企業の取組状況調査 
 欠勤率は最大で 40％と懸念される新型イ
ンフルエンザ―東京商工会議所は９月 19 日、
「新型インフルエンザに対する企業の取り組
み状況」の調査結果を公表した。これは、東
商（文京支部）が実施した「新型インフルエ
ンザ対策セミナー」に参加者した 379 名にア
ンケート、157 名が回答した。 
 それによると、新型インフルエンザが流行
した場合、自社の事業活動への影響について
は、「従業員の感染等で大きな被害が出る」と
の回答（80.3％）が最も多かった。また、９
割以上の企業が具体的な対策を講じる必要を
感じているものの、対策済みの企業は１割強
である一方、「これから検討する」は７割を超
えた。対策済み企業での従業員用対応マニュ
アル作成、医薬品、マスクなど感染予防資材
ストック等は 50～80％という結果だった。 

新型インフルで政府がワクチン接種の優先順位検討 
厚労省は未発生期含め 5 段階での対策打ち出す 

●政府 新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議 
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医業経営情報レポート 

 

減収減益時代に打ち勝つ 

クリニック収益改善のポイント 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

収益悪化！ データに見るクリニックの経営実態 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

患者数・患者単価をアップさせるポイント 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

コストを削減する取り組みポイント 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ジャンル： 医業経営 

ポ イ ン ト
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 クリニック経営を取り巻く環境は、厳しさを増しています。医療制度改革や診療報酬改定とい

ったクリニックに直接影響を及ぼす制度改革はもちろん、競合医院の増加など周辺環境の変化等

も厳しさを増す要因となっています。 

 ２年おき毎年６月に実施されている医療経済実態調査（厚生労働省）のデータを見ても、平成

13 年６月と比較して、収支差額は 991 千円減少しています。 

 年間に換算すると、11,892 千円の減少となり厳しい経営状況となっていることが予想でき

ます。収入に関しては、平成 14 年診療報酬本体マイナス改定、健保法改正の影響を受けて、

15 年６月に大幅な収入減少となりましたが、その後回復傾向にあります。一方医業費用は、収

入の伸び以上に増加しているため、結果として収支差額が減少しました。 

 

◆厚生労働省：医療経済実態調査より 

●一般診療所（その他） 無床 年度推移                  （単位：千円） 

 13 年６月 15 年６月 17 年６月 19 年６月 

Ⅰ．医業収入 12,148 9,262 10,595 10,853

１．外来収入 11,812 9,038 10,340 10,654

（１）保険診療収入 11,235 8,678 9,899 10,119

（２）その他の診療収入 577 361 440 535

２．その他の医業収入 336 224 256 200

Ⅱ．医業費用 10,151 7,672 9,136 9,847

１．給与費 5,204 3,849 5,021 5,511

２．医薬品費 1,923 1,411 1,582 1,789

３．材料費 267 117 205 256

４．委託費 438 304 408 419

５．減価償却費 306 256 285 499

６．その他の医業費用 2,034 1,735 1,635 1,373

Ⅲ．収支差額（Ⅰ－Ⅱ） 1,998 1,590 1,460 1,007

 

1 収益悪化！ データに見るクリニックの経営実態  

１│クリニック収益悪化の実態   
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 下記外来患者数の推移結果から、平成 15 年６月に大幅に患者数が減少していることがわかり

ます。これは、平成 14 年 10 月と同 15 年４月に健保法等改正があり、本人負担額がそれぞれ

老人１割、本人３割になったことにより受診抑制が働いたことが要因と思われます。また、診療

報酬改定では、長期投薬の撤廃がなされたことも受診回数減少に大きな影響を与えました。 

 その後、若干の増加に転じていますが、変わらず患者数は伸び悩んでおり、増収に至っていな

い要因となっています。 

 

●同調査 外来患者数の推移 

 13 年６月 15 年６月 17 年６月 19 年６月 

外来患者数（各１ヵ月） 1,902 人 1,669 人 1,823 人 1,723 人

診療日数 23.6 日 23.4 日 23.4 日 23.3 日

１日当り外来患者数 81 人 71 人 78 人 74 人

 

 

 

 下記１施設当たり従事者数の推移をみると、平成 13 年６月の 9.4 人だった従事者数が、15

年６月に 6.7 人と大きく減少していることがわかります。平成 15 年６月の減収は、2,886 千

円。減収に伴い、大幅な人員整理を行ったことが要因といえます。 

 しかし、その後の４年間で、従事者数は 9.4 人に戻りました。収入は回復していませんが、

従事者は増加していることが、収支差額悪化の大きな要因となっています。 

 

 ●同調査 １施設当たり従事者数の推移                   （単位：人） 

 13 年６月 15 年６月 17 年６月 19 年６月 

医師 1.4 1.1 1.2 1.3

看護職員 2.7 2.0 2.2 2.9

事務職員 3.1 2.3 2.4 2.7

その他職員 2.2 1.3 1.5 2.5

   計 9.4 6.7 7.3 9.4

 

 今後医療機関が生き残っていくためには、収益改善がキーワードとなります。収益改善を実施

しなければ、苦しい経営状況は変わりません。 

 収入増加のためには、患者数を確保することと単価をアップさせること、さらには併せてコス

ト削減にも取り組まなければなりません。 

 次章からは、収入とコスト改善のポイントについて解説します。 

２│患者数は制度改正の影響で増減   

３│職員数は増加傾向   
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 必要利益の確保は、クリニック経営にとって非常に重要なテーマです。利益とは、収入から費

用を差し引いた残りですから、この拡大のためには、収入を増やすこと、あるいは費用を減らす

という２つの方向性があります。本章では、収入を増加させる取り組みについて整理します。 

 

（１）収入を増加させる取り組みの全体像 

 クリニックにおける収入を増加させるポイントは、数を増やすか、単価を増やすかの２点です。

その全体像は、下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

2 患者数・患者単価をアップさせるポイント  

１│収入を増加させる取り組み   

収入を増やす 
改善 

患者数を増やす 
改善 

医院の競争力を 
つける 

患者への 
情報提供を行う 

質の高いサービス
を提供する 

患者 1 人当たり 
診療報酬を増やす

患者単価を 
増やす改善 

診療報酬請求漏れ、
回収漏れをなくす

診療の効率を 
上げる 

他の病医院と 
連携する 

患者満足度を 
上げる 

患者の声を聞く 
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 前章では、収入を増加させる取り組みについて解説しました。収入から費用を差し引いた残り

が利益ですから、利益を増加させるためには、費用を減らす取り組みも重要です。 

 本章では、費用を減らす観点から、改善の視点や取り組み事例について紹介します。 

 

（１）コストを削減する取り組みの全体像 

 クリニックの費用には、大きく「人に関わる費用」と「物に関わる費用」があります。 

 第一に、人に関わる費用には、業務や手当を改善する視点と外部に業務を委託して費用を下げ

るという２つの考え方があります。 

 また、物にかかわる費用には、購入量と単位（価格、ロット等）を見直すことで、圧縮を図る

方法が挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

3 コストを削減する取り組みポイント  

１│コストを削減する取り組み   

費用を減らす改善 人にかかわる費用 業務改善 

購入量を減らす 物にかかわる費用

購入単価を 

低減する 

職員の業務の 

分析・改善による

人員削減 

各種手当の 

見直し等 人件費の圧縮 

アウトソーシング
非効率な業務や 

仕様を見直し 
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医業経営 TOPICS  業界ニュース 
 

平成 20 年 10 月１日以降の診療報酬の 

施設基準に係る届出等の取扱いについて 
 

 

 従来、保険医療機関等が地方社会保険事務局に対して行っていた診療報酬の施設基準に係る届

出、入院時食事療養及び入院時生活療養に係る届出、訪問看護療養費に係る届出等については、

平成 20 年 10 月１日より地方厚生（支）局長に対して行うこととなりました。その取扱いにつ

いて、各地方厚生（支）局長等に通知を発出いたしましたので、お知らせいたします。 

 なお、平成 20 年 10 月 14 日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届

出の受理が行われたものについては、同月１日に遡って算定することができる措置を設けること

としましたので、詳細は以下の通知をご参照下さい。 

 

●「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」等の適用等について 

●日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行に伴う関係諸通知

の取扱いについて 

●各地方厚生（支）局都道府県事務所等の所在地及び連絡先 

 

 

 

 

 

 

 現在、保険医療機関等が地方社会保険事務局に対して行っている診療報酬の施設基準に係る届

出、入院時食事療養及び入院時生活療養に係る届出、訪問看護療養費に係る届出等（以下「届出

等」という。）については、平成 20 年 10 月１日以降、届出等を行う保険医療機関等の所在地

を管轄する地方厚生（支）局長に対して行うものとすること。また、当該所在地を管轄する地方

厚生（支）局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとすること。 

● 厚生労働省 ２００８年９月 30 日公表 

改正告示の内容  1 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」等の適用等について
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（１）平成 20 年 10 月より前に行われた届出等の取扱いについて 

 改正告示の適用前に地方社会保険事務局長に対してされている届出等については、改正告示適

用後は、適用後の関係告示に基づき、地方厚生（支）局長に対してされたものとみなすものとす

ること。 

 

（２）平成 20 年 10 月における施設基準等の届出に関する手続きについて 

 診療報酬等の算定に必要な保険医療機関等の届出時における要件審査等の業務について、地方

社会保険事務局から地方厚生（支）局への移管を円滑なものとするため、「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」（平成 20 年３月５日保医発第 0305002

号）、「特掲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、」）（平成 20 年

３月５日保医発第 0305003 号「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の

基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて」（平成 18 年３月６日保医発 0306010

号）及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」（平成 14

年保医発第 0308009 号）について、別紙２のとおり改正し、平成 20 年 10 月 14 日までに

届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同

月１日に遡って算定することができるものとする。 

 

別紙１ 改正告示一覧 

１ 診療報酬の算定方法の一部を改正する件（厚生労働省告示第 468 号) 

２ 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件（厚生労働省告示第 469 号) 

３ 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件（厚生労働省告示第 470 号) 

４ 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正

する件（厚生労働省告示第 471 号) 

５ 厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の一部を改正する件（厚生労働省告示第 472

号) 

６ 厚生労働大臣が定める療養の一部を改正する件（厚生労働省告示第 473 号) 

７ 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に

関する基準の一部を改正する件（厚生労働省告示第 474 号) 

８ 入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等の一部を改正する件（厚

生労働省告示第 475 号) 

９ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件（厚生労働省

告示第 476 号) 

改正告示に伴う届出等の取扱いについて 2 
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10 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件（厚生労働省告示

第 477 号) 

11 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を

改正する件（厚生労働省告示第 478 号) 

12 健康保険法第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準の一部を改正す

る件（厚生労働省告示第 479 号) 

 

別紙 2 改正告示一覧 

１ 「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」（平成 20 年３月

５日保医発第 0305002 号）の第２の７中「同月１日に遡って算定することができるものとす

る。」を「同月１日に遡って算定することができるものとする。また、平成 20 年 10 月 14 日

までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて

は、同月１日に遡って算定することができるものとする。」に改める。 

 

２ 「特掲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」（平成 20 年３月

５日保医発第 0305003 号）の第２の７中「同月１日に遡って算定することができるものとす

る。」を「同月１日に遡って算定することができるものとする。また、平成 20 年 10 月 14 日

までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて

は、同月１日に遡って算定することができるものとする。」に改める。 

 

３ 「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手

続きの取扱いについて」（平成 18 年３月６日保医発 0306010 号）の第２の７中「同月１日

に遡って算定することができるものとする。」を「同月１日に遡って算定することができるもの

とする。また、平成 20 年 10 月 14 日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を

終え届出の受理が行われたものについては、同月１日に遡って算定することができるものとす

る。」に改める。 

 

４ 「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」（平成 14 年保

医発第 0308009 号）の第２の７中「同月１日に遡って当該療養費を算定すること。」を「同

月１日に遡って当該療養費を算定すること。また、平成 20 年 10 月 14 日までに届出書の提出

があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月１日に遡っ

て算定することができるものとする。」に改める。 

 

 

「平成 20 年 10 月１日以降の診療報酬の施設基準に係る届出等の取扱いについて」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。 
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医業経営 Q&A  
 

 

アンケート調査の進め方 
現在 200 床の病院を経営しておりますが、「患者様アンケート調査」の進め方について

教えてください。 
 

      患者様アンケート調査は、何のための調査か大義名分を明確にし、目標とする対象
から抽出されたデータを多角的に分析し、その結果及び改善の取り組みを患者様や職
員にフィードバックするという流れで行われます。 

      アンケート調査は、まずその目的を明確にすることから始まります。貴院が提供し
ている医療提供レベルの満足度、患者様が貴院に何を求めているのか、患者様サービ
ス向上のヒント、これらの情報を得るなどです。 

 次に、アンケートの対象及び実施期間を設定します。外来患者か入院患者か、その家族まで範
囲を広げるか、アンケート用紙回収数及び回収率の設定を行います。 
 対象が明確になりましたら、アンケートの具体的実施計画を立案します。 
 

●内部で実施するのか、外部コンサルタントに依頼するのか 
●具体的実施スケジュール 
●アンケート用紙の回収は、職員が直接ヒアリング後に回収するのか、回収箱に投函か、郵送か
●予算の策定 等  

 
 実施が具体的に確定しましたら、調査票の作成を行います。実施の目的に立ち返り、貴院が本
当に聞きたい調査項目（職員の接遇、提供サービス、アメニティ）等決定し、調査票に折り込み
ます。 
 ここまで整備しましたら、次はアンケート調査の実施です。 
 スケジュールにのっとって回収率の目標まで行います。目標回収率を達成しましたら集計及び
結果分析を行います。結果はわかりやすいようにグラフや表でまとめます。 
 最後にフィードバックです。アンケート調査結果を患者様、職員に公表します。重要なのは公
表後です。特に患者様からの改善要望事項については、常に院内にその改善の進み具合等につい
て掲示するなど、取り組みが目で見えるように工夫することがポイントです。  
 
○患者満足度調査の進め方 

ジャンル： 医業経営 ＞ サブジャンル： アンケート調査の実施
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医業経営 Q&A  
 

 

アンケート以外の調査方法 
現在 150 床の病院を経営しておりますが、アンケート調査のような形ではなく、患

者様の要望等をダイレクトに確認する良い方法はないでしょうか。 

 

      ワンポイントアドバイス依頼カードを活用すると、患者様の声をダイレクトに聞く

ことができます。 

 

      患者様アンケート調査は、準備段階から実施、結果の集計からフィードバックまで、

時間を要します。アンケート項目を絞り込むことで、こちらが意図した項目を確認できる点に、

メリットがあります。しかし、ご質問のようにダイレクトに要望を抽出したい場合には、ストレ

ートに要望がないでしょうかと聞く方が早いと思います。 

 通院されている方、入院されている方及びその後家族等は、こうすればもっとこの病院はよく

なるのにと考えている方も多いと思います。しかし、看護職員に直接話をするのは気が引けると

いった場合は、下記のワンポイントアドバイス依頼カードを活用すると良いでしょう。 

 いわゆるクレームについては、投書等で対応し、このカードは改善案を出していただくように

使い分けをします。この結果、出てきた様々な改善や要望事項について、壁に張り出し、コスト

と、改善に要する時間を分析し、実行していきます。部門横断的に、メンバーを選出全部門で取

り組みことがポイントです。 
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