当院の
取り組み

地域の人口減少、疾病構造の変化を予測した病院
収益改善の取り組み
―大腿骨近位部骨折患者の早期手術取り組み後の整形外科入院
収入の改善―
西脇市立西脇病院
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高齢化率の高い地域特性の疾患

腿骨近位部骨折患者の早期手術に

の一つに大腿骨近位部骨折があ

取り組んできた。2017年９月には

2025年には、団塊の世代が後期

る。大腿骨近位部骨折は年々増加

同地域にある北はりま消防本部と

高齢者になる。限られた医療資源

し、2012年の発症数は約17万人に

消防・病院連携を構築し、365日、

のもとで目指すべき医療体制を定

達し1)、さらに約20万人近くまで

24時間大腿骨近位部骨折患者を多

めた地域医療構想と、現実の地域

増加すると予測されている。欧米

職種連携チーム態勢で受け入れる

医療を守るはざまで、自治体立病

では、大腿骨近位部骨折について、

西脇式大腿骨近位部骨折管理を確

院は存続の方向性を模索してい

合併症予防、死亡率軽減目的とし

立し、病院全体で大腿骨近位部骨

る。

て48時間以内の早期手術が推奨さ

折の入院後48時間以内の早期手術

はじめに

当院は兵庫県の北播磨医療圏
（272,447人、2015年）にある西脇
市の、病床数320床の自治体立病

2)､3)

れている

。しかし、日本では

医療体制の問題から、早期手術の
4)

実施が困難とされている 。

を実践してきた。
今回、この西脇式の大腿骨近位
部骨折患者の早期手術取り組み前

当院の整形外科と麻酔科は共同

後で整形外科診療業務量と、入院

人（令和元年９月１日現在）で、

で、高齢化率の高い地域特性に応

収入に及ぼす影響を比較検討し

65歳以上の高齢者は32.5％であ

じた急性期医療として、日本でい

た。

る。

まだ遅れている医療分野である大

院である。西脇市の人口は40,500

（1115）
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表１

対象と方法

患者背景
ᓥ᧪⟲

本研究は、当院倫理委員会の承
認（承認番号54号）を得て行った
後ろ向き観察研究である。対象期
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間は、西脇式大腿骨近位部骨折早
期手術取り組み前2016年９月から
2017年３月までの７か月（以後、
従来群）と、西脇式大腿骨近位部

表２
ᐕ㦂㓏ጀ

北播磨医療圏
  ࿖⺞ᩏ

2020 ᐕ

2025 ᐕ

2040 ᐕ

30,744
144,813

27,491
135,005

20,589
100,670

85,679
261,236

86,055
248,551

84,724
205,983

骨折早期手術取り組み後2017年９

↢↥ᐕ㦂ੱญ㧔15㨪64 ᱦ㧕

月から2018年３月までの７か月

㜞㦂⠪ੱญ㧔65 ᱦએ㧕
✚ੱญ

80,872
272,447

DPC（Diagnosis

ᐕዋੱญ㧔0㨪14 ᱦ㧕

ផ⸘ੱญ

2015 ᐕ
34,434
157,141

（以後、西脇式群）である。当院は

将来推計人口

ᣣᧄකᏧળ ၞක≮ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓ㧔2018 ᐕ 3 ផ⸘㧕߆ࠄᡷᄌ 5)

Procedure

Combination）導入病院である。
検討項目は、DPC 関係データ、救
急統計等から得られた整形外科救
急搬送件数、整形外科手術件数、
整形外科病床稼働率、整形外科入

表３

MDC からみた北播磨医療圏での65歳以上の患者割合予測
 ᐕ
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院収入である。
整形外科入院収入は、従来群の３

（５歳）階級別データ『日本の地域

億２千４百万円から西脇式群では

別 将 来 推 計 人 口』（平 成 30 年 推

５億４百万円と１億８千万円の増

計）」6)を使用し、北播磨医療圏の

収（56％増収）となった（表１）。

将来人口推計に当てはめ、将来の

骨折患者の入院から手術までの待

当院が位置する北播磨医療圏の

推計疾病比率を算出した。その結

機期間は平均1.1日（標準偏差1.1

人口動態の将来予測を表２に示

果から、2015年データの上位４疾

日）で、世界標準以内の手術待機

す。2015年を基準にすると０〜14

患について65歳以上の患者割合を

期間となった。

歳までの年少人口、15〜64歳まで

年代ごとに試算したのが表３であ

整形外科救急搬送件数は、従来

の生産年齢人口は2025年には各々

る。大腿骨近位部骨折が含まれる

群の116件から西脇式群は162件と

20.2％、14.1％減少し、2040年に

外傷・熱傷・中毒疾患は2015年の

40％増加した。救急搬送件数のう

は各々40.2％、35.9％減少すると

9.48％から2040年には9.99％に増

ち、西脇式群で増加した大腿骨近

予測されている（表２）。一方、65

加する。

位部骨折は18件、胸椎、腰椎以下

歳 以 上 の 高 齢 者 は 2025 年 に は

骨折損傷は12件、その他の部位の

6.4％増加し、2040年には4.8％増

合計15件であった。大幅に股関節

加する5)。

結果
当院での2017年の大腿骨近位部

考察

周囲の疼痛を訴える患者の搬送件

2015年の当院の退院患者 DPC

高齢化率が30％を超えた西脇市

数が増加した。整形外科手術件数

データを利用し、医療資源を最も

を含めた北播磨医療圏は、人口減

は、従来群の214件から西脇式群

投入した傷病名について年齢階級

少、高齢化の進展とともに疾病構

は272件と23％増加した（表１）。

ご と の 主 要 診 断 群 分 類（MDC:

造が変化し、全国平均を10年以上

さらに、整形外科病床稼働率は、

MajorDiagnostic Category）比 率

先取りした地域となった。当院が

従来群の平均67.4％から西脇式群

をもとに、国立社会保障・人口問

ある北播磨医療圏での地域の人口

で は 111.6％ と 65％ 増 加 と な り、

題研究所が試算した「男女・年齢

推計をもとに予測された将来の医
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療需要は2015年実績を100とする

液、定期的静脈内鎮痛薬投与など

る。そこで、北はりま消防本部と

と、2040年には94％になり、全国

の初療を行う。

当院は、大腿骨頚部近位部骨折に

5)

ついて、「日本整形外科学会の大

平 均 以 上 に 減 少 す る 。当 院 で
は、2017年当時、手術件数が減少

腿骨頚部/転子部骨折

診療ガイ

大腿骨近位部骨折患者のため
の多職種連携チームによる管
理体制

手術と、北はりま消防本部が決定

2015年から当院の整形外科と麻

外来受診時から、放射線技師に

した「早期手術ができる体制の整

酔科は共同で、高齢化率の高い地

よる画像検査、臨床検査技師によ

った病院へ搬送する」、この２つ

域特性に応じた急性期医療の提供

る血液検査・心臓・下肢静脈超音

を選定ルールとして、消防・病院

として、大腿骨近位部骨折患者の

波検査、手術部でのインプラント

連携を構築した。

早期手術に取り組んできた。大腿

類の在庫化による早期手術準備、

骨近位部骨折患者の早期手術がで

病棟での周術期看護、理学療法士

搬送患者数の増加、整形外科病棟

きない要因分析の結果、院内部要

による術後早期リハビリテーショ

稼働率向上、入院収入の改善が得

因として、平日夜間10時以降、休

ン、栄養サポートチームによる栄

られた。また、北はりま消防本部

祝日における整形外科医の不在、

養管理、病棟薬剤師による処方チ

への影響としては、大腿骨近位部

手術枠、術前評価に必要な検査体

ェック・および主治医への２次骨

骨折疑い患者搬送についての病院

制、機材・インプラント類の在庫

折予防ための服薬指導報告など、

選択ルール構築により、大腿骨近

などの問題とともに、術前合併症

多職種連携チームによる管理体制

位部骨折疑い患者の確実な受け入

併発患者の内科診察依頼による手

が行われている。

れ先が確保できることとなった。

し、病院の収益が悪化傾向にあっ
た。

7)

術待機日数の延長があった 。そ
こで、2017年には大腿骨近位部骨
折疑い患者の受け入れのための院

5)

ドライン が、推奨している早期

これらの取り組みの結果、救急

その結果、警防活動の効率化が可

医事課の取り組み

能となり、地域の消防本部・住民
にとっても相乗効果を生んだ。

内体制と多職種連携チームによる

世界標準の取組みを広く周知す

平成28年度の診療報酬点数表に

管理体制を整備し、医事課が大腿

べく、整形外科開業医や特別養護

よる当院の大腿骨近位部骨折の早

骨近位部骨折患者を受け入れ、早

老人ホーム、介護老人保健施設な

期手術の平均入院医療費は、約

期手術を行う病院として、院外へ

どへ医師、看護師、医事課職員が

156万円で、48時間以降の待機手

の周知活動を行った。

訪問し、当院の大腿骨近位部骨折

術の約226万円に比べて大幅に低

の早期手術の取り組みについての

い8)。大腿骨近位部骨折の早期手

大腿骨近位部骨折疑い患者の
受け入れのための院内体制

説明を行い、市の広報誌への掲載

術は、増加する国の年間医療費に

なども進めた。また、当院整形外

対する削減効果も得られた。

平日の時間内および夜10時まで

科医師による、北はりま消防本部

今後、急速に進む超高齢化社会

は整形外科医が大腿骨近位部骨折

救急隊員への大腿骨近位部骨折勉

に向けて、急性期医療を担う自治

疑い患者の初療受け入れ、平日の

強会の開催などに取り組んだ。

体立病院として、健全な病院運営

夜10時から翌朝の診療開始時間ま
での間及び休祝日は、内科当直医
が西脇式大腿骨近位部骨折周術期

と住民の医療ニーズに対応する医

消防・病院連携（消病連携）

療と質の提供に取り組んでいきた
い。

管理マニュアルに従い、血液・尿

警防人員と救急車の台数が少な

検査、生理検査（心電図、必要に

い地方の消防本部にとって、救急
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