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【はじめに】
当院は、平成21年11月に新病院

改築を完成させた。病床数320床
で、地域の中核病院としての役割
を果たすべく、地域に信頼される
良質な医療の提供に努めている。
また、市民や医師会から『病院は
地域の宝』として地域に支えられ
ながら、西脇市行政の支援もあり
地方公営企業法の一部適用のも
と、病院経営を行っている。

経営状況の推移（図１）のとお
り、新病院改築期間でもあった平
成19年度に654百万円の純損失と
なり不良債務が発生したが、経営
支援、経営改善により平成23年度
に不良債務を解消することができ
た。その後、順調に経営改善がで
き純利益を計上するまでになった
が、平成26年の診療報酬改定の影
響により、平成27年度決算におい
て純損失となった。

また、同一の二次医療圏内や隣
接する二次医療圏内で大規模病院
となる病院統合が進められ、当院
を取り巻く環境が大きく変化する
とともに、病床機能報告制度のも

と、病床機能の見直しが喫緊の課
題となっていた。

そこで、誰もが住み慣れた土地
で生き生きと安心して暮らし続け
られる地域包括ケアシステムの構
築など、将来を見据えた西脇市立
西脇病院改革プランを平成28年度
に策定した。また、魅力があり、
働きやすい環境整備を目指し、院
内組織に経営戦略室（メンバー：
病院長、看護局長、事務局長ほか）
を設置し、病床機能の充実及び経
営改善、業務改善に取組んでいる。

【目的】
公立病院改革プランである経営

基本計画を策定し、短期的な病床
機能の充実を目指した。そこで、
地域包括ケアシステムの一環とし
て、急性期を脱した患者の在宅・
生活復帰を支援するとともに、療
養施設や介護施設などの入所者、
在宅医療患者を緊急時に受け入れ
るといった「地域包括ケア病棟」
の開設を目指すこととなった。

また、重症病棟20床（ICU ４床、
HCU ／ SCU16床）は、シーリン
グペンダントなど高額な医療機器
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の設置、ICU には２対１、HCU
／ SCU には４対１の看護を配置
し、充実した医療体制を執ってい
た。しかし、看護師数や重症度、
医療・看護必要度（以下「看護必
要度」という。）などにより、７対
１入院基本料を算定していた。そ
こで、高度急性期に見合った診療
報酬の算定を目指すなど、病床機
能の充実に取組む必要があった。

また、平成28年の診療報酬改定
において、看護必要度に係る評価
基準が見直され、７対１入院基本
料の施設基準の維持が厳しい状況
により経営悪化が予想され、その
対策を講じ、経営改善、業務改善
が急務となっていた。

【方法】
１ 地域包括ケア病棟開設前
⑴ 看護必要度のシミュレーショ
ンの実施（図２）
看護必要度15％から19％を推移

していた旧評価方式（Ｈ26年改定）
を、新評価方式（Ｈ28年改定）に
よりシミュレーションすることに
した。平成28年４月18日から24日
までの１週間の看護必要度データ

を手作業によりシミュレーション
した結果、旧評価方式17.4％が新
評価方式では基準値以下の22.9％
であった。

そこで、入力漏れや算定漏れチ
ェックを徹底的に行うとともに、
救急搬送や手術、血液製剤など電
子カルテのデータを基に、エクセ
ル関数、マクロを駆使した当院独
自のシミュレーションツールを作
成して６月以降再検証した。６月
には27.0％に上昇したが、７月
25.3％、８月26.6％となり、年間
通じ安定して25％以上の維持が厳
しいと考えた。

これにより、基準超え割合25％
以上の維持を安定させるため、地
域包括ケア病棟を開設する方向で
検討し、既に地域包括ケア病棟を
開設している県内の公立病院を視
察させていただいたうえ、地域包
括ケア病棟を開設する方針決定し
た。ただし、この時点では、施設
基準の課題もあり、いつ、どこで、
何床開設するか決まっていない。

⑵ リハビリ・在宅復帰率のシミ
ュレーション（図３）

リハビリ患者の主な診療科であ
る整形外科、脳神経外科、内科の
患者が全病棟に入院しているた
め、全病棟を対象に平成28年８月
のリハビリの状況や在宅復帰率を
検証した。

シミュレーションした結果、脳
神経外科、小児科の混合病棟であ
る３階西病棟（47床）がリハビリ
２単位をクリアしていた。また、
在宅復帰率においても70％を超え
ているため、３階西病棟を地域包
括ケア病棟に改編することとし
た。

⑶ ハイケアユニット入院医療管
理料の算定（図４）
重症病棟は、ICU 病室（４床）

を看護配置２対１で、HCU/SCU
病室（16床）を看護配置４対１で、
それぞれ入院基本料７対１により
算定していた。

そこで、地域包括ケア病棟47床
を開設した場合、看護必要度30％
を超える見込となるため、ICU 病
室を２床増床し６床をハイケアユ
ニット入院医療管理料１（以下

「HCU 加算」という。）を算定する
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53 20 245 578 333 95.0

47 57 1,443 1,048 395 87.5

50 47 666 1,100 434 92.1

50 34 767 978 211 89.3

50 49 847 1,298 451 78.9

50 21 251 440 189 93.6

20 34 259 1,050 791 25.0

320 228 4,478 6,492 2,014 89.3

（図３）



こととした。

⑷ 周知（勉強会・説明会等）
（図５）
地域包括ケア病棟の開設と

HCU 加算の算定について、11月
を目標に周知する必要があり、特
に、関係する医師や看護師全員が
協力、理解するために、より詳細
で具体的な資料の作成に努めた。

９月９日に経営戦略会議におい
て説明会・勉強会の資料を確認し、
同月14日以降看護局を中心に勉強
会を開催した。９月23日に経営方
針決定機関である企画会議におい
て説明会を開催し、11月から地域
包括ケア病棟の開設と HCU 加算
の算定することを決定した。その
後、開設に伴う病棟再編に関係す
る診療科への説明会、職員全体説
明会など実施した。

また、病院長が診療局に、看護
局長が看護局にそれぞれ個別に説
明会を実施し、開設と算定に向け
職員全員が一体となるよう周知徹
底を図った。

⑸ 病棟再編と看護職員の異動

11月の地域包括ケア病棟の開設
は、セラピストの人数等により第
１次病棟再編として、比較的リハ
ビリの少ない内科患者を中心とす
るとともに、最小限の看護職員の
異動とした。

そこで、脳神経外科、小児科の
混合病棟を、内科、小児科の混合
病棟とし、内科、小児科のほか循
環器内科、外科、脳神経外科、整
形外科の患者も対応できる看護職
員を配置した。

⑹ 地域包括ケア病棟転棟患者の
選定（図６）
電子カルテシステム（富士通

EGMAINGX）の入院患者一覧表、
DPC データ患者一覧表及びリハ
ビリ実施患者一覧表の CSV デー
タに、看護必要度データ、地域医
療連携室の退院調整担当者データ
など種々のデータを基に、エクセ
ル関数、マクロを活用した当院独
自の「地域包括ケア病棟転棟患者
候補者リスト」を作成した。

転棟候補者は、リハビリしない
患者を2200点以下、リハビリする
患者1800点以下とし、看護必要度
の状況などから、◎○△と候補順
に並べ、当該病棟看護課長と担当
主治医の調整のうえ、地域包括ケ
ア病棟へ、11月１日に転棟してい
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ただいた。
また、看護必要度Ｂ項目の14（診

療・療養上の指示が通じる）・15（危
険行動）の有無など患者の状態表
示により、転棟後の看護に活用し
ている。

２ 地域包括ケア病棟開設後
⑴ 病床管理会議

地域包括ケア病棟転棟患者候補
者リストを毎週１回作成し、日々
病床管理会議を実施し、入院・転
棟患者管理を行っている。

⑵ 入院退院患者状況・在宅復帰
率等管理（図７、図８）

地域包括ケア病棟看護課長は、
エクセル関数、マクロを活用した
当院独自の「地域包括ケア病棟入
退院患者状況リスト」により、入
院（転棟）患者の ID、氏名、診療
科、入院日、入院経路（直入院・
転棟前病棟）、退院日、退院先を入
力管理し、電子カルテシステムの
入院患者一覧表、DPC データ患
者一覧表の CSV データを基に、
在宅復帰率、平均在院日数、DPC
コード（MDC 別）患者数等のデ
ータを統計管理している。

また、在宅復帰率等を意識した
病床管理を実践し、「地域包括ケ
ア病棟入退院患者状況リスト」に

非在宅退院可能人数や今後在宅退
院必要人数の表示機能を取り入
れ、確実に在宅復帰率70％以上を
確保している。

⑶ リハビリ実施単位管理
（図９、図10）
地域包括ケア専従セラピスト

は、エクセル関数を活用した当院
独自の「地域包括ケア病棟リハビ
リ単位管理表」により、リハビリ
実施患者の ID、氏名、診療科、リ
ハビリ開始（入院）日、終了（退
院）日を入力管理し、電子カルテ
システムのリハビリ実施患者一覧
表の CSV データを基に、リハビ
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リ平均単位を管理している。
また、リハビリ平均単位を意識

したリハビリ管理を実践し、「地
域包括ケア病棟リハビリ単位管理
表」に週末のリハビリ休日による
単位の低下を予測したシミュレー
ション機能を取り入れ、確実にリ
ハビリ平均２単位以上を確保して
いる。

⑷ ICU入退室患者管理
（図11、図12）
HCU 加算を算定する ICU 病棟

看護課長は、エクセル関数を活用
した当院独自の「ICU 入退室患者
情報」により、入院（転棟）患者
の ID、氏名、年齢、診療科、入院
日、入室状態（診療報酬基準）、疾
患名、入院経路（直入院・転棟前
病棟・他院紹介）、患者状況、退院
日、退室先を入力管理し、看護必
要度データを基に、HCU 加算算
定患者の人数、加算算定限度日（残
日数）、病床別看護必要度を管理
している。

また、病床稼働率や看護必要度
を意識した病床管理を実践し、

「ICU 入退室患者情報」に病床稼

働率、看護必要度累計及び日々の
病床別看護必要度のＡ項目又はＢ
項目の１点不足患者を別シートで
管理している。

⑸ 病棟再編と看護職員の異動
翌年２月から順次、地域包括ケ

ア病棟に整形外科患者の対応でき
る看護職員を配置し、また、４月
にセラピストを５人新規採用して
リハビリの充実を図り、整形外科
患者の受入対応を行った。

７月から第２次病棟再編とし
て、内科、その他診療科の混合病
棟からなる地域包括ケア病棟と
し、小児科を一般病棟へ再編した

看護職員異動を行った。
ただし、その他診療科として、

診療科に捉われず整形外科、脳神
経外科など転棟対象となる患者を
全て受入れる体制とした。

【結果】
11月１日以降、地域包括ケア病

棟47床の開設運用と HCU 加算６
床の算定を実施し、次の結果を得
られた。

１ 重症度、医療・看護必要度の
推移（図13）
11月の７対１一般病床（267床）

の一般評価票26.8％以降、毎月
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26％以上をキープし、一般評価票
（地域包括ケア47床）、HCU 評価
票（６床）においても基準値を超
えることができた。

２ 在宅復帰率、リハビリ実施単
位の推移（図14）
11月の地域包括ケア病棟の在宅

復帰率93.8％以降、毎月70％以上
の基準値を、リハビリ実施単位
2.07単位以降、毎月平均２単位以
上を超えることができた。

３ 経営効果（図15）
７対１入院基本料と地域包括ケ

ア病棟入院料１（加算含む。）の比
較において、11月から３月までは
入院基本料14,740千円の増収、薬
剤指導管理料2,949千円の減収、
リハビリ料8,528千円の減収、計
3,263千円の増収となった。また、
11月から３月まで HCU 加算
34,245千円の増収となり、合計
37,508千円の増収効果となった。

平成28年度決算では、地域包括
ケア病棟の開設と HCU 加算の病
床の増床と加算算定による経営効
果37,508千円が大きな要因とな

り、純利益5,735千円の黒字になっ
た。

４ DPC効率係数
平均在院日数が短縮され、次年

度以降の DPC 効率係数がアップ
となり、入院診療収益の増収効果
が見込まれる。

【結論】
入院患者割合約50％を占める内

科を中心とした７対１入院基本料
を算定する病院にとって、看護必
要度25％以上は非常に厳しいもの
である。都市部から離れた地方の
300床クラスの急性期病院の経営
は看護必要度に大きく左右され、
看護必要度の基準を維持するため
の早期退院（平均在院日数の短縮）
には、病床稼働率の低下が懸念さ
れる。そこで、地域包括ケア病棟
の開設により、安定した看護必要
度が確保でき、さらに HCU 加算
が算定できたことが黒字経営とな
る改善に繋がった。

今回の取組みを通じて、病院経
営にとって看護必要度の重要性を
改めて認識させられた。また、在

宅復帰率やリハビリ実施単位の施
設基準の確認は、日々のデータ管
理が重要であることも認識でき
た。看護必要度では、適正な評価、
入力漏れチェックなど日々のデー
タチェックが重要であり、看護師
以外の医療職の協力も得られるよ
うになった。データ管理では、エ
クセルの関数やマクロを活用し、
入力ミス、入力漏れチェック機能
を持たせ、より簡単、かつ正確な
データを得るとともに、予測した
シミュレーション機能により施設
基準の確保を得られるようになっ
た。これは、事務部門が看護部門
やリハビリ部門への協力支援によ
るものである。

そして、地域包括ケアシステム
の一環として取組んだ地域包括ケ
ア病棟の開設により、住み慣れた
地域へ安心して退院できるシステ
ムができ、医師や看護師をはじめ
とする職員全体のモチベーション
アップに繋がった。また、念願で
あった HCU 加算の算定により、
診療報酬上も高度急性期病院であ
る地域の中核病院として位置づけ
ることができた。また、経営改善
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や病床機能を充実させたことが地
域に信頼され、『病院は地域の宝』
と言われるに恥じないものとなっ
た。

【おわりに】
私たちは、病院長を中心に、４

月に経営戦略室を設置し、７月に
地域包括ケア病棟を開設する方針
を決定し、９月に開設する時期、
場所等を決定し、11月に開設する
ことができた。しかし、この間、
５月に病院機能評価を受審、６月

に認定され、開設日の前日（10月
31日）に近畿厚生局の適時調査を
受けている。今回、準備期間も短
く、超スピードで開設することが
できたのは、職員が一つの方向に
向き、互いに協力し合った結果で
あった。

そして、看護部門やリハビリ部
門、地域医療連携部門のほか医療
職全体の連携が強化され、事務部
門との情報、データを共有するこ
とで、病院独自で作成したリスト
等について、使い勝手の良いシス

テムに改良を重ねていき、日々進
化させている。この強固なチーム
医療を実現できたことが、最大の
成果であったと考えられる。

これから、地域包括ケア病棟の
運用の改善とともに、次回の診療
報酬改定や地域医療構想への取
組、地域包括ケアシステムの構築
など困難な課題にあっても、職員
全員がチーム医療の一員として乗
り越えて行けるものと確信でき
た。
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