
 

 

（REPORT）医療経営緊急事態宣⾔ 
〜新型コロナウイルス感染症の医療経営における影響を現場取材により検証する 

医療ジャーナリスト︓冨井 淑夫 

受診の「萎縮」マインドが⾼まり在宅⾼齢者の「検死」が急増 
2020年1月21日に新型コロナウイルス感染症に係る記事が初めてメディアで報じら

れてから、1 年以上が経過した。筆者は 2020 年 7 月前半まで直接、または間接的に影

響を受けた医療・介護施設等を幾つか取材した。本稿では限られたスペースの中で、

主に医療経営への影響に絞り当時の状況を時系列で辿りながら、医療現場の声をアト

ランダムに紹介したい。 

風評被害が懸念されることから、取材医療機関名の多くは匿名に。感染が再拡大し

始めた 2020 年 7 月末以降は院外訪問者からの感染拡大が不安視され、医療現場の取材

受け入れは殆ど不可能になり、本稿で紹介する「現場の声」が 2020 年上半期から 7 月

頃に偏っていること。各地域の感染状況等は刻々と変化することから、あくまでも取

材当時の情報であることをお断りしておきたい。 

中小病院や診療所等に影響が大きかったのは 2020 年 3 月頃から、地域住民に感染へ

の恐怖から受診への「萎縮」マインドが急速に高まった。都市部等では感染を怖れて

の診療所の休止や廃業等が顕在化し始めたが、そもそも医療資源の少ない地方の過疎

地等では、かかりつけ医療機関の閉鎖・休止・廃院等が起こると慢性疾患等を有する

高齢患者の安心・安全な医療提供体制が損なわれてしまう。 

新型コロナウイルス感染症患者の受け入れを行っていない医療機関においても経営

的な打撃が小さくはなかった。人口約 8 万人の地方都市（高齢化率 33％）に在るケア

ミックス型病院（180 床規模・医療法人）のＮ院長に新型コロナウイルス感染症の影響

を訊いたのは 2020 年 6 月初旬。このように語っていた。 

「外来患者の受診は連日 80 人（－35％）前後減少しており、状態が悪くとも感染を

怖れて来院しないお年寄りが増えている。その結果、この地域でも高齢者が突然、亡

くなることで検死の増加が目立った。訪問看護師、ＭＳＷ、保健師等を通じて高齢者

には、少しでも具合が悪ければ当院の救急外来を受診して頂くよう積極的にお願いし

ている。在宅のお年寄りは日がなテレビを見て過ごすことが多いのだが、テレビのワ



 

イドショーで専門家等が感染への注意喚起するのを意識して、高齢者の“ステイ・ホ

ーム”意識が在宅死を助長している一面もあることを知って頂きたい。」 

地方の中小民間病院等では一定の外来患者数の確保が、病院経営の安定を維持する

“原動力”になっている。当該病院でも外来患者が 30％以上減少したことで「外来か

ら入院への移行」の流れも減少した。「地域でかかりつけ病院的な役割を担う同院の外

来では、慢性期の高齢患者が多くを占めており、初診患者の割合は低く外来の診療単

価は決して高くはない。外来患者数減少が影響し、従来は 90％近くあった病床稼働率

が 80％を切ってしまった。その結果、当時は入院収入のマイナスと救急患者受け入れ

件数の減少で 5 月度は相当な収益の落ちこみが見込まれていた。「人口の少ない本県で

は新型コロナ感染患者数は連日、数名で大きなクラスターも起こっていない。ただ、

新型コロナ災禍における患者側の心理的な受診抑制意識の高まりが病院経営を直撃し

た」とＮ院長は当時、不安を隠せなかった。同医療法人では月末に開催した理事会で

経営状況が回復するまでの期間、理事全員の報酬の 20％減額を決めた。 

2020 年 4 ⽉は医療機関の経営悪化が顕著に現実味を帯びた「6 ⽉危機」 
2020 年 4 月頃は “受診控え”による外来受診の大幅減少が目立ち、落ち込みの顕著

だったのが診療所だった。特に内科系の慢性疾患患者は、長期処方や電話再診等に切

り替えるケースが目立った。また、精神科系医療機関も、「院内感染対策のため、かな

りの経費がかかっている。感染への警戒から、通常の診察が困難な状況が続いている。

閉鎖的で特異的な病状があるため、患者が発症し入院が必要な状態でも、感染症指定

医療機関から管理が困難と断られるケースがあるのではないか心配」との不安なコメ

ントも頂いている。 

当時は全国各地で病院の経営悪化が顕在化し、2020 年 6 月 10 日の沖縄タイムズは県

内 15 病院への調査から「半数以上の 9 病院は 4 月の医業収入が顕著に減少し、うち 8

病院はこの状態が長引けば 2020 年度内に資金ショートを起こす」と報道。只事ではな

い状況に驚かされた。医療法人病院の利益率が 2.8％、診療所は 6.3％しかない（2018

年医療経済実態調査）経営環境下で、このような状態が長期化すれば、民間医療機関

の資金ショート、倒産等の多発が危惧される「6 月危機」が現実味を帯びた。都道府県

医師会で「2020 年診療報酬改定説明会を中止した」地域が 74.5％にも及び、医療機関

の多くが新型コロナの感染予防対策に忙殺された事情もあり、同改定に関する情報収

集や対応の出遅れは否めなかった。「医療専門職等の研修への参加」を算定要件とする

研修会の延期や休止が相次ぎ、早期の届出が不可能になったのもマイナスに働いた。 

  



 

新型コロナウイルス感染症が廃業・倒産の引き⾦に︖ 
7 ⽉末頃から病床逼迫が懸念 

 
出典︓厚⽣労働省_療養状況等及び⼊院患者受⼊病床数等に関する調査についてを基に作成

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00023.html 

2020 年 7 月末から 8 月初旬までの間、国内の新型コロナ新規感染者が急拡大の兆し

を見せた。7 月 31 日に全国の感染者が新たに 1578 人確認され、（当時の）1 日 多を

更新。6 月下旬からお盆前までをピークとする「第 2 波」と呼ばれた時期だが、全国的

に新型コロナウイルス感染症に関連した企業の倒産が相次ぎ、7 月以降も、「新型コロ

ナウイルス感染症関連倒産が高水準で推移する」と予測していた。7 月末には、ある整

形外科医院の新型コロナウイルス感染症が原因とされる倒産がマスコミ報道されたが、

医療機関・企業等の経営破綻・倒産は新型コロナウイルス感染症拡大だけが原因では

なく、様々な要因が積み重なって発生するもの。マスコミの言う“新型コロナウイル

ス感染症関連倒産”等という紋切型のキーワードには、惑わされない方が良いだろう。

当時、大阪の某医業経営コンサルタントは筆者の取材に答え「長年に亘り赤字経営で

推移してきた医療機関は、新型コロナウイルス感染症に起因する外来・入院患者数の

激減が、廃業や倒産の“引き金”になる怖れがある」と指摘し、「ある地域では、実際

に水面下で幾つかの中小病院の身売り案件が浮上しており、後継者不在の医療機関等

は、オーナーが（新型コロナウイルス感染症で）経営意欲をなくし、秋以降、病院Ｍ

＆Ａが活発化するのではないか」との見方をしていた。 

この頃から全国的に病院病床のひっ迫が懸念されるようになり、厚生労働省は 7 月

29 日時点の全国「新型コロナウイルス関連の病床利用率」集計を発表。同日までの 1



 

週間で同病床利用率が 39 都道府県で上昇したのが明らかになった。当時、同利用率の

急上昇に対して、某指定感染症医療機関のＩＣＤ（感染制御医）は「この時期、ＰＣ

Ｒ検査件数が増えたことで多くの陽性者数が出て新型コロナウイルス感染症入院患者

が急増した。当該患者は軽症・無症状者が多くを占め、人工呼吸器やＥＣＭＯの使用

件数も 6 月頃と比べ横ばいで、重症者用ベッドは必ずしもひっ迫する状況ではない。

私たちも油断することなく、重症者用ベッドが不足する事態も想定して、感染症対策

強化に注力したい」と語っていた。 

クラスターへの⾵評被害の深刻さ 精神科患者の治療継続を想定した対応 
この頃、筆者は 4 月に院内感染クラスターが発生した民間病院（Ｓ病院）を取材し

た。クラスターは既に収束し、7 月以降は入院・外来が再開されている。 

Ｓ病院では一部の職員に市民からのハラスメント被害の報告がなされ、被害状況を

正確に把握すべく全職員 450 人を対象に無記名・自由記述のアンケート調査を実施。

回答したうちの約 58％から詳細なコメントが得られたが、その約 6 割が外部からの誹

謗中傷やハラスメント等の被害を受けていた。職員の家族で「勤務先から出勤停止を

命じられた」のが 10 名。子どもの保育についての問題は深刻で保育園から「預かりを

断られた」、「登園自粛を求める雰囲気があり、休職せざるを得なかった」、「ダブルワ

ーク先の職場を解雇された」等の声や、「訪問看護利用者の家族に訪問を拒まれた」と

回答した看護師もいた。 

その時期、地域社会に同院の医療・介護従事者を排斥する空気が醸成されていたの

は明らか。一時は匿名電話による差別的言動が相次ぎ、恐怖を感じた職員もいたとい

う。ただ、感染収束後は外部からの誹謗中傷は収まり、悪意のある匿名電話もなくな

った。ネット社会ではＳＮＳ等で情報が拡散し、二次的な風評被害に遭うことも少な

くないが、それらツールを通してＳ病院には市民からの激励や応援、感謝のメッセー

ジが多数、寄せられ、それらの声で疲弊していた職員は大いに勇気づけられたことも

付け加えておきたい。 

同時期、取材した総合病院では 4 月 23 日、敷地内に臨時のプレハブ病棟（31 床）を

完成させ、陽性患者の受け入れを開始した。その後、同院と隣接するグラウンドに新

型コロナウイルス感染症専用の仮設病棟を敷設する計画が浮上し、県と協議を重ねた

結果、同院が建築と運用管理を県から受託し、5 月 18 日から 180 床規模で稼働させる

ことが決定。仮設病棟はプレハブ１階建て、主に酸素投与等が必要な中等症の患者を

受け入れ、重症化した場合は地域の指定感染症医療機関へと搬送する流れだ。当該仮

設病棟で特筆すべきは、個室 19 床の中に精神科と人工透析の患者で、新型コロナを発

症した人に対応する病室を整備したこと。精神科は県立の精神医療センターと協力し、

県内の精神科病院から感染疑いのある患者を受け入れる体制を整えた。トイレにドア

を設けず、窓には防護フィルムを張り、換気口から外へ出ないように監視カメラを設

置する等、精神科の患者に対応した施設づくりに配慮。精神科、透析患者の何れも新

型コロナウイルス感染症に感染した場合、治療の継続が難しくなったケースを想定し

ての対応であり、精神科系医療施設には興味深い取り組みと思われる。 



 

緊急包括⽀援交付⾦の⼤幅拡充で医療経営の悪化は徐々に回復基調に 

  
出典︓厚⽣労働省_第 128 回社会保障審議会医療保険部会「資料 1 医療保険制度における新型コロナウイルス感染症に対する対応について」をもとに作成 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11958.html 

医療経営に関連した話題に戻すと、2020 年 4 月の中医協の議論で一般医療機関で同

感染症患者の受け入れを促す診療報酬上の「特例的な対応」を矢継ぎ早に導入。同感

染症の中等症・重症患者の受け入れに対し「救命救急入院料 1・2」、「特定集中治療室

管理料 1・3」、「ハイケアユニット入院医療管理料 入院料 1・2」等の倍増を決定（そ

の後、3 倍に）。この他、二類感染症指定医療機関以外の民間病院等が同感染症患者を

受け入れた場合でも「二類感染症患者入院診療加算」、「二類感染症患者療養環境特別

加算」等の算定が可能になる緩和措置も実現した。加え、地域包括ケア病棟・医療療

養病棟に同感染症患者が入院した場合に各々「在宅患者支援病床初期加算」、「在宅患

者支援療養病床初期加算」算定も可能に。ただ、7 月頃から慢性期、亜急性期、回復期、

維持期等の患者を抱えながら軽症や中等症等の感染患者を受け入れる中小民間病院等

への診療報酬上の支援は、必ずしも十分ではないとの声は現場でよく聞かれた。 

「県の要望により一部、軽症、中等症等の同感染患者を受け入れる病棟を開設した

が、重症化を防ぐために治験で有効性が十分に立証されていないものの効果があると

される薬剤を患者に投与し、重症化を防ぐことに奏功した。ただ、包括払いの地域包

括ケア病床が多くを占める当院で、限られた急性期病床を新型コロナウイルス感染症

患者に充てるのは不可能で、地域包括ケア病床を転用した。しかし、高価な薬剤を大

量に使用すると薬剤料が“包括”されるので、経営的には厳しい。新型コロナウイル

ス感染症で使用した薬剤はマルメ病棟でも臨時的な対応として出来高算定を可能にし

て欲しい」とは、7 月初旬に聴いた民間病院事務長の苦渋の声だ。中小規模のケアミッ

クス型病院等は、病棟毎に分離し患者を退院させる施設構造上の工夫が必要だし、「10

対 1」、「13 対 1」等の脆弱な看護体制により感染患者を数多く受け入れることは難しい。

特に高齢患者の多いこれら病院は、1 人でも感染者が出ると一気に感染が拡大するリス

クをはらんでいる。一部マスコミは「民間病院での新型コロナウイルス感染症患者受

け入れが不十分」と報道していたが、そうした医療環境をどの程度理解しているのか

は疑問だ。 
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さて 2021 年に入り「第 3 波」の長期化が危惧されたものの民間病院・診療所等の患

者数は徐々に回復しつつある。医療機関の経営破綻・倒産等も新型コロナウイルス感

染症以前と比較し大きく増加した訳ではない。その大きな理由としては、2020 年 5 月

27 日に閣議決定された第二次補正予算で「第 2 波」に備え「医療・福祉の提供体制の

確保」に向けて「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」が第一次（1490 億

円）と比較し大きく拡充（1 兆 6279 億円、9/15 予備費 9169 億円を措置）されたこと。

「雇用調整助成金」やワクチン・検査体制等も含めた厚生労働省の予算総額は 4 兆 9733

億円にも上った。その効果が徐々に現れ、全国の医療機関の経営状況を改善に導いた

と考えられる。更に、2021 年 1 月 28 日に閣議決定された第三次補正予算でも同支援交
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付金は 1 兆 1763 億円を追加。診療・検査医療機関等の実費補助金額も決定した。逆の

見方をすると同交付金等の支援措置がなければ、多くの医療機関は経営的苦境に陥っ

ていたとも想像される。 

個別の民間病院を幾つか電話取材したところ、当該病院と自治体間の信頼関係の強

度や、多彩なメニューの交付金事業申請を担う事務職の実務能力等に差があり、個々

の医療機関の給付総額に格差がある現状も分かってきた。経営が逆境にある時こそ、

病院事務部門の「実力」が問われる。 

かけ足で、各地の新型コロナウイルス感染症の経営への影響を報告してきたが、新

型コロナウイルス感染症拡大の動向を見据えながら、今後の医療機関の動きを注視し

ていきたい。 


