
まえがき

　医療機関への融資残高は年々拡大しており、医療は介護とともに景気や為替に
左右されない安定した成長産業と言われています。
　医療機関は一般の産業とは異なり、医療法や診療報酬など国の政策に大きく左
右されます。また、診療報酬の７割は確実に支払基金、国保連合会から入金され
るので、他業種と比較すれば貸倒れが少なくなっていますが、人件費や設備投資
にかかる減価償却が大きく、利益率が必ずしも高くありません。
　都市銀行、地方銀行ともに医療の専門部署を立ち上げるようになってから数年。
しかし、医療業界は専門性が高く、制度改正も頻繁であり、短期間にノウハウを
蓄積するのは容易ではありません。各支店の担当者が医療制度に精通していない
と会話自体が通じないので、本店の医療部門がサポートしているとききます。継
続的に医療機関をサポートするためには本店のみならず支店の担当者にも少しで
も医療業界のことを知っていただきたいというのが本書の趣旨です。
　病院のしくみや医療制度について書かれている書籍はありますが、金融機関向
けとなるとごく僅かです。財務諸表などの数字に強くても、やはり医療制度や収
益の構造を知っているからこそ、病院との信頼関係を構築し融資につながります。
事務長や経理部長にアポイントはとれるが、理事長とは会うことができないとい
うような金融機関の方に、本書はおすすめです。
　本書は金融機関向けの書籍としていますが、別の角度から見れば、融資を受け
ようとする医療機関にとっても参考になるかと思います。銀行はどのような視点
で財務格付けを行い、どのように金利を決めているのか。銀行から評価されるた
めの改善ポイントは何か。医療機関が存続するためには安定的な資金調達ができ
てこそです。
　本書で取り上げるテーマの一例をご紹介します。

◦診療報酬改定と消費税補填について
◦病院の財務諸表を基に財務格付けを行ってみると……。
◦�設備投資で借金の多いＡ病院と投資を控えキャッシュの多いＢ病院。どちらが
医師が集まるか？
◦精神科病院が赤字の続くグループホームを廃止しないのはなぜか？
◦長崎県の2025年必要病床数に見る地域医療構想
◦自己資本比率や利益率はどのぐらいを目標にすればよいのか？



　単に医療制度や診療報酬制度の説明にとどまらず、実務で活用できるように、
できるだけ病院の事例を入れるようにしました。人件費率や１床あたりの建築単
価など目安になる数値も挙げていますので、融資審査の際にも本書を参考にして
いただければ幸いです。
　本書は、医療法、診療報酬、財務諸表など内容が多岐にわたります。関心のあ
るテーマから読むという形式でもよいかもしれません。
　本書初版の発刊日は2013年１月10日。以降、３年ほどが経過する中で、医療法
改正、診療報酬改定がそれぞれ２回ありました。また、消費税率は2016年４月に
５％から８％に上がり、病院の経営環境はますます厳しくなっています。
　医療法改正により、病床機能報告が毎年行われ、地域医療構想調整会議が全国
の都道府県で開催されています。病床削減、病床区分による医療費削減の波が訪
れています。また、地域医療連携推進法人の創設により医療機関、介護施設の再
編統合がさらに進むことと思われます。
　本「第２版」では、できる限り初版にはなかったトピックを織り込むことによ
り、医療機関にたずさわる金融機関の皆様のお役に立てればと存じ上げます。

　2016年４月
� 東日本税理士法人
� 長　英一郎
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医療法制定（1948年）
　第２次世界大戦後の医療提供体制の崩壊を立て直すため、医療法が制定されま
した。当時、感染症等の急性期医療（急速に具合が悪くなる患者を早く治して、
早く自宅に帰す医療）が多く必要とされていたため、医療機関の量的整備が求め
られました。
　医療水準を確保するため、医療機関の施設基準等を整備したのです。医療法人
制度もこの医療法によって制定されました。

第１次医療法改正（1985年）
　医療機関の量的整備により地域によって医療機関が偏在し、乱立している状況
でした。これを是正するために、都道府県単位による医療計画制度が導入されま
した。これは、明治時代からの「自由開業医制度」を制限することを意味し、量
的整備から質的整備への転換を意味します。医療圏ごとに必要病床数が決められ、
これを上回る増床は認められないことになり、また、病院の地域偏在の解消も図
られました。
　当時、改正前に「駆け込み増床」をする病院が多くあり、問題となりました。

▶▶ 医療機関は、医療法改正の影響を大きく受ける

　医療法が制定された1948年から2015年の医療法改正まで、医療法は７
回改正が行われています。記憶の新しいところでは、2013年の第６次医療
法改正により病床機能報告制度が創設され、2014年４月より全国各地で
病院機能などを検討する地域医療構想調整会議が開かれています。2015
年の第７次医療法改正では、官民をまたいだ医療介護グループである地域
医療連携推進法人が創設され、2017年４月の施行予定です。

ココに 着 目
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第２次医療法改正（1992年）
　医療施設の機能の体系化を明確に打ち出した改正でした。この改正では、療養
型病床群制度と特定機能病院制度を創設しました。
　療養型病床群とは、長期にわたって患者を治療する（慢性期医療を行う）病床
の集まりのことです。これは、特に高齢者の疾病構造が急性期から慢性期へと変
化してきた社会的実情に合わせたものです。
　特定機能病院とは、病床数400床以上で高度医療を行い、医師などの研修を行
う病院です。大学病院やこれに準ずる病院がこれにあたります。特定機能病院は
後述の地域医療支援病院と異なり、救急医療を行うことを要件とはされていませ
ん。

第３次医療法改正（1997年）
　長期にわたり療養の必要な高齢者の増加（社会的入院）を背景に、介護保険法
案（2000年施行）とともに成立しました。地域医療計画に療養病床群の整備目標
が追加され、診療所も療養型病床群を開設することができるようになりました。
　また、地域医療支援病院制度が創設されました。地域医療支援病院とは、病床
数200床以上で、地域の診療所や病院と患者の紹介を一定割合行い、高額な医療

●図表1-1　医療法改正の歴史的背景

第1次
医療法改正

• 地域偏在の是正
• 医療機関連携

第2次
医療法改正

• 人口の高齢化、疾病構造の変化、医学技術の進歩等への対応

第3次
医療法改正

• 要介護者の増加、医療の質向上に対する要望等への対応

第4次
医療法改正

• 少子高齢化の進展に伴う疾病構造の変化への対応
• 良質な医療を効率的に提供する体制の確立

第5次
医療法改正

• 情報提供の推進、広告規制の緩和、患者相談窓口設置の努力義務、
• 医療機関・医療従事者に対する安全の責務強化
• 医療法人制度改革

第6次
医療法改正

• 病床機能報告制度と地域医療構想の策定
• 医療事故調査制度
• 持分なし医療法人への移行促進

第7次
医療法改正

• 地域医療連携推進法人の創設
• 一定規模以上医療法人への財務諸表監査義務付け
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機器や病床を地域で共同利用できることが要件となっています。救急医療を提供
することも義務となっています。例えば、相澤病院（長野県）・亀田総合病院（千
葉県）・近森病院（高知県）のように、地域で救急医療を行っている中核的病院
のイメージです。

第４次医療法改正（2001年）
　改正前は、「その他病床」でひとくくりになっていた一般病床と療養病床（従
来の療養型病床群）が明確に区分されました。これは療養型病床群が制定された
後も、「その他病床」にさまざまな容態の患者が混在していたためです。一般病
床は療養・精神・感染症・結核以外の病床と位置づけられました。
　また、患者により多くの情報を提供するため、医療機関の広告規制が緩和され

●図表1-2　臨床研修必修化の影響
都心部などの大病院

大学病院

前提：大学病院が
医師を地方に派遣
していた

地方病院

①都心部など人気のある病院に
　医師が流出

②大学が人材不足に…
　医師の引上げ

③医師の引上げにより
　地方病院が医師不足に
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ました。
　さらに、医療人材の質向上を目的として、医師・歯科医師の臨床研修が必修化
されました。研修医は研修先を選ぶことができ、大学医局に医師が残らなくなっ
たため医師が引き上げられ、各地の地方病院で医師不足が起こりました（図表２）。

第５次医療法改正（2007年）
　都道府県単位での医療計画を見直し、４疾病（がん・脳卒中・急性心筋梗塞・
糖尿病）、５事業（救急医療・災害時医療・へき地医療・周産期医療（妊娠出産
にかかる医療）・小児医療）対策を重点化し、医療計画に盛り込まれました。
　第４次医療法改正により顕著になった地方病院での医師不足、および訴訟リス
クが高く負担の大きい外科・産科・小児科の病院勤務医師離れへの対策が盛り込
まれました。
　また、医療法人制度改革も行われました。趣旨は医業経営の透明性や効率性の
向上を目指すこと、公立病院等が担ってきた不採算医療（上記の５事業）を担う
医療法人を新たに類型化することです。前者については特別医療法人の廃止、後
者については社会医療法人制度の創設が行われました。
　平成25年度からは従来の４疾病に精神疾患を加えた５疾病を医療計画に記載す
ることになりました。

第６次医療法改正（2014年）
　第６次医療法改正では、高度急性期、一般急性期、回復期等といった病床の機
能分化を推進するにあたっての基本的考え方や、国や都道府県、医療機関、患者・
住民等の役割が、医療法に位置づけられました。
　また、各医療機関（診療所を含む）が、病床において担っている医療機能を自
主的に選択し、その医療機能について、都道府県に報告することとされました。
各医療機関は、病棟単位で急性期、回復期、その他主として担っている医療機能
の内容のほか、人的な体制、構造設備などの病床機能についても報告対象となっ
ています。

第７次医療法改正（2015年～）
　医療機関や介護施設の機能の分担および業務の連携を推進するため、地域医療
連携推進法人が創設されます（2017年４月施行予定）。地域医療連携推進法人は、
次頁図表1-3のように公立病院や医療法人などの異なる開設主体の法人本部とし
ての機能を担います。
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