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日本病院会（相澤孝夫会長）、全日本病院協会（猪口雄二会長）、日本医療法人協会（加納繁

照会長）の 3 団体は 5 月 18 日、合同で実施した「新型コロナウイルス感染拡大による病院経

営状況緊急調査」の速報結果を公表した。 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）患者の入院を受け入れた病院では、診療報酬上の

さまざまな配慮にもかかわらず経営状況の悪化が深刻な状況が浮き彫りとなったとしている。 

調査は、5 月 7 日から 15 日の間に、3 団体に加盟する全病院（4332 病院）を対象として

電子メールで調査票を配布する形で実施。15日時点の回答数は1153病院（有効回答数1141

病院、有効回答率 26.3%）だった。調査は、2019 年 4 月と 20 年 4 月の医業収入、医業費

用、医業利益、医業利益率などの経営指標を、以下で比較分析した。 
 

▼全病院（客体数 1049 病院）    ▼新型コロナ患者入院受け入れ病院（同 269 病院） 

▼一時的病棟閉鎖病院（同 146 病院）▼13 の特定警戒都道府県（同 589 病院） 

▼8 つの特定警戒都道府県（同 413 病院） 
 

全病院では、20 年 4 月の医業収入は 19 年 4 月に比べマイナス 10.5%。これに対し医業

費用は 1.4%のマイナスにとどまり、医業利益率は 1.0%からマイナス 9.0%と、10 ポイント

低下した。COVID-19 患者受け入れ病院では、医業収入がマイナス 12.7%、医業費用がマイ

ナス 2.0%、医業利益率は 0.3%からマイナス 11.8%へ、12.1 ポイント低下した。 

一時的に病棟を閉鎖した病院では、医業収入がマイナス 14.9%、医業費用がマイナス 1.6%、

医業利益率はマイナス 0.3%からマイナス 16.0%へ、15.7 ポイント低下した。 

3 団体は、「これらの病院への緊急的な助成がなければ、今後の COVID-19 への適切な対応

は不可能となり、地域での医療崩壊が強く危惧される」などと訴えている。 

 

 

 
 

 

 
 

全国医学部長病院長会議（山下英俊会長）や日本看護協会（福井トシ子会長）など 5 団体は

連名で、安倍晋三首相宛に「全国大学病院への財務投入の要請書」を提出した。 

要請書では、COVID-19 患者の多くが大学病院で診療を受けているほか、種々の対応関連

COVID-19 で病院経営への 
悪影響顕著に  

医療情報① 
病院 3 団体 

調査 

大学病院への財務投入を 
首相に要請  

医療情報② 
医学部長会議
など 5 団体 
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経費が生じており、「大学医学部附属病院が近々に財務的に破綻すると予想される」と指摘。以

下の 2 点を要請している。 

1 つは、PCR 検査の費用。 

保険適用されたものの、DPC 病院では包括算定のため、検査結果が陽性でない場合には病院

の負担となり、現状は各大学が持ち出している状態だと指摘。今後、さらに簡便かつ正確な検

査法が実用化されてさらに増加する PCR 検査料は、「医師の総合判断で施行すれば公的料金で

支払われる」よう求めた。 

必要な積み上げ推計概算は約 237 億円とした。 

併せて、PCR 検査に必要な個人防護具と試薬については、途中で何も介在することなく病院

が直接政府から手に入れることができる制度整備を求めた。 

2 点目は、医療業務内容の変更に対する支援。 

大学病院をはじめとしたすべての医療機関は、COVID-19 対策のために、たとえば「集中

治療室確保のための手術件数制限」や、「院内感染防止ための外来診療制限」「侵襲的検査の制

限」などを行っており、こうした大幅変更に伴う経費の補てんを求めた。 

積み上げ推計概算は約 5000 億円。 

大学、診療所、一般病院とも内部留保金がほとんどない状態（特に国立大学）だとし、2～3

カ月以内に必要経費の補てんがなければ医療崩壊を招くと訴えている。 

 

 

 

 
 

 
 

 

厚生労働省は 5 月 18 日付けで、「『新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引

き・第 2 版』の周知について」を、都道府県等に宛てて事務連絡した。 

3 月に出した手引きの第 1 版を、新たな知見をもとに改訂したものの周知を求めた。 

第 2 版の改訂のポイントとしてはまず、重症化マーカー主要項目を記載した。 

具体的には、以下を挙げている。 
 

▼Ｄダイマーの上昇          ▼ＣＲＰの上昇 

▼ＬＤＨの上昇            ▼フェリチンの上昇 

▼リンパ球の低下           ▼クレアチニンの上昇 
 

また、診断基準に抗原検査キットを追記したほか、薬物療法にレムデシビルの使用法を加え

た。さらに、適用外使用の薬剤として、以下を新たに示した。 

COVID-19「診療の手引き」 
改訂を周知  

医療情報③ 
厚生労働省 
事務連絡 
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▼ネルフィナビル           ▼ザリルマブ      

▼トシリズマブ            ▼アジスロマイシン 

▼イベルメクチン           ▼ナファモスタット   

▼カモスタット            ▼血漿療法 
 

新たに重症度分類も示した。 

概要は以下のとおり。 
 

【軽症】 

▼SpO2≧96% 

▼呼吸器症状なし、咳のみで息切れなし 

▼診療のポイントとして、 

▼多くが自然軽快する 

▼急速に病状が進行することがある 

▼体調不良になったときに受診する医療機関を事前に決めておく 

 

【中等症Ⅰ 呼吸不全なし】 

▼93%＜SpO2＜96% 

▼息切れ、肺炎所見 

▼診療のポイントとして 

▼安静にし、栄養、水分管理に留意する 

▼バイタルサインを 3 回／日程度測定する  

▼低酸素血症を来していても呼吸困難を訴えないことがある 

 

【中等症Ⅱ 呼吸不全あり】 

▼SpO2≦93% 

▼酸素投与が必要 

▼診療のポイントとして、 

▼動脈血液ガスを測定し、呼吸不全の原因を推定する 

▼人工呼吸器、ECMO が使える施設への転院を検討する 

▼ナーザルハイフロー、CPAP などの使用を避け、エアロゾル発生を抑制する 
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【重症】 

▼ICU に入室もしくは人工呼吸器が必要 

▼診療のポイントとして、人工呼吸器管理に基づく重症肺炎の 2 分類（L 型、H 型）を示し 

たうえで、「L 型から H 型への移行があり、判定が難しい」としている。 

 
■重症肺炎2分類示す 

重症肺炎の 2 分類については、以下のように示している。 
 

【L型（比較的軽症）】 

▼病態としては 

▼肺内含気は正常でコンプライアンスも正常（Low elastance） 

▼肺循環障害のために低酸素血症（Low V/Q ratio） 

▼肺水腫を生じていない（Low lung weight） 

▼リクルートする無気肺なし（Low lung recruitability） 

 

▼治療法としては 

▼1 回換気量制限は必須ではない 

▼腹臥位療法は人工呼吸抵抗性の場合に実行する  

▼換気量が多すぎると肺障害が起こるため、換気量を抑えるために鎮静薬や筋弛緩剤の使 

用を検討する 

 

【H型（重症）】 

▼病態としては、 

▼肺水腫で含気が減少しコンプライアスも減少（High elastance） 

▼シャント血流の増加による低酸素血症（High right-to-left shunt） 

▼肺水腫のために重症 ARDS 並みの肺重量（High lung weight） 

▼含気のない肺組織はリクルート可能（High lung recruitability） 

 

▼治療法としては 

▼1 回換気量制限は必須 

▼腹臥位療法の効果あり 

▼治療抵抗性である場合は ECMO-net 等の専門施設へ紹介 
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日本医師会（日医、横倉義武会長）は 5 月 18 日、安倍晋三首相、萩生田光一文部科学相、加

藤勝信厚生労働相に宛てて、「第二次補正予算に向けた医療機関等の支援について」の要望書を

提出した。 

要望書ではまず、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が国内外で未曾有の危機となり

つつあるとし、国民の生命と健康を守ることが最重要だと指摘。 

「COVID-19 対策における有事の医療提供体制」と、「COVID-19 対策以外の平時の医療

提供体制」が、車の両輪とならなければないと訴えた。 

そのうえで、緊急包括支援交付金（2972 億円）に加え、1.5 兆円の予備費を活用し、第二

次補正予算に向けて、以下の 5 点を中心にさらなる支援を求めている。 
 

❶COVID-19 患者を受け入れる医療機関について、多床室利用による空床発生等を含めた 

医療機関への支援 

❷感染経路が不明な COVID-19 患者が発生している状況において、地域の通常の医療の確 

保への支援 

❸眼科、耳鼻科等の専門診療科が地域で医療を継続するための支援 

❹医療従事者への危険手当 

❺PCR 検査センターの拡充 

 

 

 
 

 
 

 
 

厚生労働省は 5 月 19 日、「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等に関する調査結果」

をウェブサイトに公表した。全国の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による入院患者

数は、5 月 13 日時点で 3423 人。 

これに対し、入院患者受け入れ確保病床数（5 月 15 日時点）は 1 万 7290 床。入院患者

のうち重症者は 251 人で、重症者受け入れ確保病床数は 2356 床となった。 

宿泊療養者数は 611 人で、宿泊施設受け入れ可能室数は 1 万 8254 室となった。自宅療養

中は 645 人だった。 

首相など3閣僚に補正予算で要望 
～医療機関等の支援についての要望書 

医療情報④ 
日本医師会 

重症者向け確保病床は 2300 床 
～新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等 

医療情報⑤ 
厚生労働省 

公表 



ビズアップ週刊医療情報 2020 年 5 月 22 日号 

 6 

 

 

 
 
 

厚生労働省は 5 月 15 日付で「疑義解釈資料の送付について（その 12）」を事務連絡した。 

「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出」について、「無症状の患者に対して、医

師が必要と判断し、実施した場合」は算定可能と明記した。 

 

 

 

 

 
 
 

日本専門医機構（理事長＝寺本民生・帝京大学臨床研究センター長）は、5 月 18 日に定例

記者会見を開き以下などについて報告した。 
 

▼サブスペシャルティ領域専門研修 

▼研究者養成に関するワーキンググループの立ち上げ 

▼専門医共通講習 e-ラーニングシステム 

▼専門研修の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策 
 

寺本理事長は冒頭、COVID-19 の感染拡大について「いくつかの問題が発生している」と

表明。専門研修自体が正常に実施できない可能性があるとの懸念を示し、その対応に関しては、

基本領域連絡委員会で議論するとした。 

サブスペシャルティ領域専門研修については、今年 3 月の「医道審議会医師分科会医師専門

研修部会」（部会長＝遠藤久夫・国立社会保障・人口問題研究所所長）で了承された内科・外科・

放射線科の 23 領域では、細則の修正作業を行い、5 月 15 日の理事会で承認されたと報告し

た。一方、それ以外の基本領域のサブスペシャルティ領域は、「4 月から関係者に集まってもら

い細則の内容等を説明し、来年 4 月開始に向けて作業を進める予定だったが、COVID-19 の

影響でそれもままならない状況」だと説明。 

「4 月から、各基本領域学会とサブスペシャルティ領域学会とで行っている方法で研修をス

タートさせ、その後に機構がサブスペシャルティ領域として事後認定（追認）したい。連動研

修のやり方と同様の進め方」との考えを示した。 

今後 1 年程度の期間、各基本領域学会とサブスペシャルティ領域学会との協議を進めると同

時に、専攻医を目指す研修医に対して広報していくことになる。 

PCR、無症状でも 
「医師が必要と判断」なら算定可 

医療情報⑥ 
厚生労働省 
事務連絡 

3 領域以外のサブスペ承認、 
4 月以降に「追認」  

医療情報⑦ 
日本専門医 

機構 
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研究者養成に関するワーキンググループの立ち上げについて寺本理事長は、「昨年 8 月から

各基本領域学会と議論を進めるなかで、シーリングなどを設定し、それを進めていくと、これ

まで以上に研究者が育ちづらい環境となる」「研究者育成のために、専門研修においてシーリン

グとは別途、研究者枠として 40 人程度の枠を設けてはどうか」などの意見があったとし、「そ

の枠組みや配分など難しい問題を議論するためのワーキンググループを立ち上げた」と説明し

た。また、4 月 28 日から「医療安全」「医療倫理」「感染症対策」（追加予定）の専門医共通講

習を e-ラーニングシステム形式で開始したと報告した。 

 

 

 

 

 
 
 

医道審議会医師分科会はこのほど、「シームレスな医師養成に向けた共用試験の公的化と

Student Doctor の法的位置づけについて」の報告書を公表した。 

報告書では、共用試験 CBT（Computer-Based Testing）は、日本の医学教育のなかの位

置づけがすでに確立されており、医師国家試験の受験要件とすること等により、公的位置づけ

に相当すると指摘。CBT としてマルチメディアを用いた問題の開発も進行していることから、

臨床能力をより正確に測る問題の出題が期待できるとした。 

また、臨床実習開始前の共用試験を公的化することで、臨床実習を行う医学生について一定

の水準が公的に担保されるとし、Student Doctor の法的な位置づけが可能となると記載した。 

ただし、実施できる医行為について、診療の進歩のスピードが速いことなどから、個別に列

挙することは、現状では適当でないとした。 

 

 

 

 
 
 
 

日本医療安全調査機構（高久史麿理事長）はこのほど、4 月末時点の医療事故調査制度の現

況報告を公表した。 

4 月の医療事故報告は 19 件で、病院からの報告が 17 件、診療所からの報告が 2 件だった。 

また、院内調査結果報告（医療機関調査報告）は 17 件だった。 

4 月の相談件数は 90 件。相談者は、医療機関が 48 件、遺族等が 36 件、その他・不明が

6 件だった。 

4 月の医療事故報告は 19 件 
～医療事故調査制度の現況報告を公表 

医療情報⑨ 
日本医療 

安全調査機構 

共用試験のあり方などで報告書 
～医師養成に向けた共用試験の公的化など 

医療情報⑧ 
医道審議会 
医師分科会 
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遺族等の求めに応じて相談内容をセンターが医療機関へ伝達したものは 1 件だった。 

医療機関から医療事故の判断について相談を受け、センター合議を開催し、医療機関へ助言

したものは 3 件だった。センター調査の依頼は 3 件で、いずれも遺族からの申請。センター調

査報告書の交付は 1 件だった。 

 

 

 

 

 
 
 

厚生労働省のまとめによると、日本国内の新型コロナウイルスへの感染状況は、5 月 20 日

零時時点で、前日より 31 人増えて、合わせて 1 万 6385 人となった。 

このうち、チャーター便による帰国者が 15 人、空港検疫が 158 人、国内事例が 1 万 6212

人。国内の死者は、前日より 8 人増えて 771 人となった。 

すでに退院している人は、前日より 402 人増えて 1 万 2286 人となった。 

入院治療を要する 3165 人のうち、人工呼吸器または集中治療室に入室している重症者は、

前日より 3 人減って 210 人だった。 

5 月 18 日までの国内（国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所等）の PCR 検査の実

施件数は 40 万 9667 件だった。 

5 月 20 日零時時点での都道府県別の感染者数は、東京都が 5070 人（死亡 244 人）で最

も多く、次いで大阪府の 1771 人（死亡 70 人）、神奈川県の 1284 人（死亡 68 人）、北海

道の 1015 人（死亡 76 人）、埼玉県の 991 人（死亡 46 人）などとなっている。 

緊急事態の措置が継続された 8 都道府県で引き続き多くなっている。 

 

■米国の死者、9万人超える 
厚生労働省のまとめ（図表）によると、5 月 20 日正午時点の世界の新型コロナウイルスへ

の感染状況について、米国で感染者が 150 万人を超え、死亡者も 9 万 1872 人に達した。 

このほか、感染者が 10 万人を超えているのは、ロシア、ブラジル、英国、スペイン、イタ

リア、ドイツ、トルコ、フランス、イラン、インドの合わせて 11 カ国。 

また、感染者が 1 万人を超えているのは、日本を含め 46 カ国だった。 

ヨーロッパでは、ロシアで感染者の拡大が急激に進んでおり、感染者が 30 万人に迫ってい

る。米国に次いで世界で 2 番目に多い。中南米でも感染拡大が続いており、ブラジルで感染者

が約 27 万人に達したほか、死者も 1 万 8000 人に迫っている。 

このほか、ペルーでは感染者が 10 万人まであとわずかに迫っているほか、メキシコ、チリ

で約 5 万人が感染、エクアドルでは 3 万 4000 人などとなった。 

COVID-19、 
国内の感染者増のペース鈍化 
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コロンビアは、感染者がほぼ 1 万 7000 人となっている。パナマは 9867 人と、1 万人に

達するのは時間の問題だ。 

アジアでは、インドで感染拡大が止まらず、感染者がついに 10 万人を超えた。 

死亡者も 3000 人を超え、3163 人となった。パキスタンでは感染者が 4 万 5000 人に迫

っており、インドネシアは 2 万人が目前。中東地域では、サウジアラビアで感染者が 6 万人に

迫っているほか、カタールで 3 万 5000 人を超えた。アラブ首長国連邦では 2 万 5000 人を

超えている。エジプトでも約 1 万 3000 人となっている。 

アフリカ諸国では、南アフリカで感染者が 1 万 7000 人に達した。 

 

■（図表） 国別の感染者・死亡者の状況 
 


