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特 集

開会の辞を述べる大成建設㈱医療福祉本
部の多田本部長。医療経営環境が厳しい
中で経営に寄与し、将来の変化に柔軟に
対応できる病院建設で社会に貢献したい
と、医療界への抱負を述べた（写真右）

ブランド化で
淘汰の時代を生き抜く

淘汰の時代を生き抜く病院であるための条件とは何か。機能分化や連携が求められている現在、機

能・個性を明確化する、つまり自院の“ブランド化”が患者、他病医院からの信頼を勝ち得るための

鍵となる。ブランド化を推進する上で必要な経営上のポイントとなる「選ばれる病院の条件とは―病

院ブランドの構築で変革期を生き抜く―」をテーマに医療経営ステップアップフォーラムin大阪（医

療タイムス社、大成建設共催）を7日開催した。関西地域の医療関係者ら約150人が参加した。

地域から峻別される病院を目指して



病院管理研究協会常任理事の

中村彰吾氏は、講演前半で医療

を取り巻く社会と経済状況を分

析した上で、医療機関が取り組

むべき課題とその克服に向けた

施策を示した。後半では、ブラ

ンド化の意義を自身の経験を踏

まえ解説した。

病院数は1990年の１万96病院

を頂点に、2008年には8795施設

にまで減少している。中村氏は、

倒産・廃院の原因として、①施

設整備の過剰②マンパワーの不

足③医療外の投資④国民の医療

ニーズの変化⑤医療費抑制策⑥

高金利の資金調達⑦経営戦略の

欠如⑧人事・賃金制度―の８つ

を挙げた。特に②、④、⑤、⑦、

⑧が今後の病院経営で重要なポ

イントになるとし、具体的な施

策を示した。

マンパワー不足の問題は今後

一層深刻さを増し、「集まる病院」

と「集まらない病院」の二極化

が進むと指摘。「医局崩壊が医師

確保を困難にさせている大きな

要因。それでも地域の中核病院

で、いまだに医師修練の場とし

て魅力ある病院には積極的に派

遣している」。派遣先に選ばれる

病院の条件として、専門領域の

内部連携が緊密であること。明

確な経営理念、充実した教育研

修制度―などを挙げた。

続いて医療費抑制政策が与え

る影響について、「この傾向が続

けば、診療単価も目減りするは

ず。従って増患策をどうするか

が生き残りのポイント」と指摘。

増患策には、自院が提供する医

療の明確化・地域ニーズへの適

合が不可欠と強調した。

後半は、中村氏が事務長時代

に手がけた聖路加国際病院の経

営立て直しの経緯を追いながら、

ブランド化への具体的な取り組

みについて解説した。

聖路加国際病院の経営はバブ

ル期以降の医療費抑制政策のあ

おりで悪化、97年には単年度赤

字27億円にも達していたが、中

村氏は経営立て直しの陣頭指揮

をとり、見事に成し遂げた。「再

建に向けた第一歩は、徹底した

医療圏の環境分析だった」

当時、東京都中央区は、地上

げの影響で高齢者の比率が急増、

オフィスビルが相次いで建設さ

れ、昼間ビジネスマンが大量流

入するという人口動態へシフト

が加速し始めた時期。そこで、

高齢者医療、企業相手の健診に

重点を置いた。「この判断が的中

し、特に健診希望者は急増した

ので、予防医療センターを拡大

した。現在１日に160人の受診者

を受け入れ、年間売り上げは28

億5000万円に達する」

次のステップはＳＷＯＴ分析

を通じた「理念」「目標」「ビジ

ョン」「ミッション」の見直し。

「管理職の研修会で、聖路加の強

みを洗い出した結果、高い急性

期病院としての機能、手厚い人

員配置などが挙がった。そこで、

強みを徹底的に強化して、他院

との差別化を図ることにした。

それが聖路加ブランド化の第一

歩」。並行して弱点のあぶり出し

も行い、さまざまな課題を浮き

彫りにした。「弱点の早期克服の

ため、時限的なプロジェクトと

して、ワーキンググループに対

応させ、改革につなげた」

続いて手掛けたことは、地域

におけるポジションの明瞭化。

「同じ医療圏に国立がんセンタ

ー、癌研究会有明病院という２

つのがん拠点病院がある環境で、

どこに行き場を求めるのか模索

した。その結果、対立ではなく

共存の道を選び、ホスピス病棟

や、化学療法に力を入れる方針

を定めた」
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聖路加国際病院の経営再建

中村彰吾 氏
（社）病院管理研究協会常任理事
（元聖路加国際病院事務長）

聖路加国際病院ブランド化戦略の神髄



松村理司院長の講演では、臨

床研修制度や起訴リスクの高ま

りなどを背景とした病院崩壊・

医療崩壊の問題を俎上に載せ、

「総合診療医」をキーワードに問

題解決のヒントを探った。

最初に、日本の医療にほころ

びを招いた大きな要因として、

政府が推進してきた低医療費政

策を挙げた。その裏付けとして、

松村氏はクリントン政権時代の

1992年10月、アメリカのサリバン

厚生長官が日本の医療制度を視

察すべく、国立がんセンターを

視察した際のコメントを引用し

た。「アメリカは医療費にＧＮＰ

の13.5％を使っているが、日本の

医療費はその半分。しかも病室

は雑魚寝で、浴室は共同。まる

で50年代のアメリカの病院のよう

だ。アメリカ人にはとても耐え

られない」―というのがその内

容。このコメントの意味を松村

院長は「低医療費政策が招いた

帰結に対する公正な評価」と解

説した。また、昨年秋の都立墨

東病院における母子たらい回し

事件にも言及し、医療崩壊を深

刻に懸念した。

洛和会音羽病院は京都市山科

区に位置し、一般病床428床、医

療療養型病床50床、認知症病床60

床、回復期リハ病床50床―計588

床（2008年４月現在）を擁する。

07年度の新入院数は8552人、救急

搬入件数4819件、手術件数4237件

で、一般病床の平均在院日数は

13.4日。「１次救急を断らないＥ
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こうした段階を経て、課題と

目標をアクションプランに落と

し込むプロセスに移行したが、

ここでバランスト・スコアカー

ド（ＢＳＣ）が効果を発揮した

という。ＢＳＣは90年代に米国

で誕生した経営戦略立案・実行

評価のフレームワーク。

聖路加国際病院はＢＳＣに従

い、①患者満足度の視点②教育

と組織の成長の視点③業務プロ

セスの視点④財務の視点―それ

ぞれに目標値（インディケータ

ー）を設定。この実現に向け、

増収、費用削減、システム変更、

人事などの項目でアクションプ

ランが策定され、その実施を通

じて聖路加国際病院は経営立て

直しに成功したという。

経営健全化を成し遂げた自身

の経験を踏まえ、中村氏は「い

い病院」の条件として、①患者

の人間性・権利を尊重する医療

の提供②充実したインフォーム

ド・コンセント③患者のライフ

ステージに対応した継続性のあ

る医療の提供、ＥＢＭに基づい

た医療の提供④安全・安心な医

療の提供⑤利用しやすく、低負

担の医療の提供⑥チームによる

医療提供―などを挙げた。

「ブランドという言葉本来の意

味は『これはうちの商品です』

という焼き印を押して公認する

こと。病院においては、歴史・

伝統、高度な技術、高度医療機

器の整備などの要素が整備され、

他の医療機関と明確に差別化さ

れていること」とまとめた上で、

看護師や他職種の医療人、患者

や家族を引き付ける力を有する

マグネットホスピタルとなるこ

とを究極の目標とした。

最後に中村氏は「聖路加国際

病院の改革・ブランド化には医

療の質の積み重ねを要した。そ

の経験から、病院という組織に

おいて最も重要な要素はやはり

『人財』」と結んだ。

総合診療医を核に「救急を断らない病院」を実現

松村理司 氏
医療法人社団洛和会　
洛和会音羽病院長

ＢＳＣの導入で目標達成に弾み

いい病院の条件とは

洛和会音羽病院の沿革
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Ｒ型の救急医療を担っている。

それにふさわしい体制を整備す

るのは当然」と松村院長が言う

ように、同院では夜間常時７人

以上の医師が待機し、小児科を

含めた全診療科の救急に対応し

ている。救急室は４台の救急車

同時搬送に対応し、さらに専用

の入院病床を７床確保している。

ちなみに同院の07年度の救急搬送

のコンプライアンスは実に99.9％

にも達しているという。

洛和会音羽病院の08年８月現在

の医療スタッフは、医師156人、

看護部418人という陣容。特徴的

な点は、総合医局制をとり、診

療科間の物理的な壁を取り払っ

たこと。「相談や対診をしやすい

環境づくりがコンセプト。他の

医師の動きが互いに分かること

で情報共有にもなる」

同院は部長１人、副部長１人、

医長３人、医員６人、後期研修

医11人で構成される総合診療科を

設置し、５人編成４チーム体制

を敷いている。これに総合診療

科が出自の松村院長及び医学教

育センター所長、救急専属医７

人、感染症科３人、リウマチ科

１人、ＩＣＵ３人を加え、「救

急・総合診療科」とでも呼ぶべ

き30人に及ぶユニットを形成し、

診療科を横断的に活動している。

松村院長は救急を断らない必

要条件として、①救急専属医

（ＥＲ型）②豊かな数の総合診療

医③常勤医の豊富な陣容（専門

医の協力）④ＩＣＵの充実と空

床⑤慢性期病床（回復期リハ、

医療療養型）の存在―を挙げた。

特に、総合診療科の存在が重

要として「音羽病院の総合診療

医の仕事は内科系の外来・検査

応援にはじまり、ＥＲ型救急医

療現場への主体的関与、血液内

科の主治医機能、認知症病棟患

者の身体合併症への対応など多

岐にわたる。彼らの活動が『救

急を断らない病院』の根幹をな

している」と強調した。

松村院長は総合医の意義につ

いて、「日本の病院勤務医は基本

的に専門医が大半だが、手術件

数、入院患者の担当数などを国

際基準でみると非常に少ない。

これは専門医が多すぎるのが原

因。彼らを忙しくさせているの

は当直など専門外の分野の仕事

だ。本来は、ボリュームゾーン

である非専門的な分野について

は、幅広く深い技量を持つ総合

医が担い、本当に専門的な医療

のみを少数精鋭の専門医が担う

べき」とし、その質と量の確保

の重要性を指摘した。

松村院長は「私は若い医師に、

『あらゆる病人の、あらゆる症状、

病気・病態を診断・治療する』

こと、すなわちあらゆる病人を

非特異的に診ることの意義を折

に触れ説いている。非常に困難

なことだが、専門医と病院総合

医とのスキルミックスができれ

ば可能性は高い」―と述べた。

続いて、ケアミックスの意義

にテーマは移った。松村院長は

「医療部門単独だと収支状況は厳

しい。ほかの収益で、医療部門

を支えるシステム構築が必要」

と経営に対する考え方を示した。

「一般病床の収入には波があるの

で、安定収入を得られる療養型

病床、認知症病床、回復期リハ

病棟は死守している」。更に、グ

ループホーム、デイケアセンタ

ーなどを数多く設置して、収益

を積み重ねることで、医療部門

の赤字部分を補填、グループ全

体での収支バランスを保ってい

る格好だ。

最後に松村院長は提言として、

①質の高い病院総合診療医（ホ

スピタリスト）や家庭医を大量

生産する②後期研修課程で総合

医を多く育成する③後期研修医

をいたずらに専門医気取りにさ

せない④増加した病院総合医や

その卵は、専門医とその予備軍

の労働負荷の軽減に全力を尽く

す⑤専門医の必要数を、各学会

が明らかにする。“雑用”の定義

を述べる。根拠は国際的なもの

でありたい⑥病院勤務医や研修

医の“雑用”を軽減する国家的

支援が不可欠である―の６項目

を挙げて締めくくりとした。

総合診療科が救急を支える

ケアミックスで経営バランス化

「断らない病院」の旗の下



10 医療タイムス 2009年2月23日 No.1906（第三種郵便物認可）

パネルディスカッション

データに基づいた分析で、
地域のニーズに適した医療サービスを
パネルディスカッションでは奥住悠夫日本スリーアール代表取締役を進行役に、大

成建設医療福祉本部の南條浩毅、近藤正子、岡田哲の３氏がパネラーとして発表を行

った。 進行役の奥住氏は厳しい経営環境下における病院の重点課題として、①医療の

質の向上②医療費の抑制③医療法人の多様化④院内ＩＴ化⑤医師・看護師不足―の５

点を挙げた。その上で、重点課題克服のキーワードとして▽経営面（市場調査、事業

計画・収支予測など）▽施設面（免震構造、情報システム計画など）▽運営面（業務

の効率化、ニーズ把握、建物のライフ・サイクル・コスト分析など）―の３要素のべ

ストバランスを探りながら、適切なシステム構築を目指すべき―との考え方を示した。

南條氏は、まず政府の社会保障国民会議の医療介

護の供給シミュレーションから、将来の一般病床が

在院日数９～12日、病床数67～80万床まで縮小され

るシナリオを紹介した。これに基づいて、これから

の大改革を乗り切るための急性期病院の施設計画に

おけるソリューションを紹介した。計画初期段階の

ポイントとして、①地域特性の把握②将来像の構築

と戦略立案支援③事業性の評価―の３点を挙げた。

そして大阪府下の大阪市、三島、泉州の各医療圏

の15年後の人口動態を示し、「大阪と三島は将来人口

の減少から急性期入院患者数は減少するが、泉州圏

は人口増加により在院日数短縮後も入院患者数は減

少しない。このように地域によって異なる特性を分

析で明確に把握することが重要」―とデータを基に

予測した。その上で、個々の医療機関は地域の医療

需給バランス、競合病院の状況などを十分検討して、

４疾病５事業の中から得意分野を選定強化し、「医療

の目玉」をつくることが重要―とした。

結びとして、すべての急性期病院は医療機能拡充、

施設・機器計画の決定に際しては、①地域の医療ニ

ーズの把握②在院日数短縮と患者拡充戦略の立案③

スタッフ確保と診療報酬との採算分岐点の把握④戦

略実現のための全体計画の策定の４点を総合的に検

討することが不可欠―との見解を示した。

続いて、療養病床再編を見据え、慢性期病院にお

ける病床転換や増改修計画のポイントを近藤氏が解

説した。

2006年度の厚労省の資料によると、療養病床削減

目標は全国平均で約４割、大阪、京都、兵庫では４

～５割程度―と予測されている。近藤氏は転換先と

して有力な介護施設の現状の整備状況について、高

齢者人口当たりの定員数から滋賀、京都、大阪は全

国平均を下回っていることを指摘。特に今後75歳以

上人口が急増する大阪で、05年現在の後期高齢者10

万人当たりの施設整備率を25年においても維持する

には、現状の２倍ほどの整備が必要と試算している。

これらを踏まえ、あらためて近藤氏は転換規模、転

換先の決定においては、周辺ニーズ、事業性や人員

確保の見込み、施設基準などをトータル的に検討す

ることが必要―と結んだ。

岡田氏は精神科病院の施設計画におけるソリュー

ションを解説した。

厚労省は07年に早期退院を促し、精神科病床７万

床の削減を進める方針を示したが、①急性期医療の

体制整備に伴う早期退院②集中的なリハによる社会

的入院予備軍の退院の促進③認知症を医療と介護で

切り離し、短期は病院で、長期は介護施設で対応す

奥住悠夫 氏
日本スリーアール代表取締役

データに基づいた的確な戦略を 療養病床転換を見据えて

精神科病院は機能分化が鍵
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講演終了後、講師陣も交えたビュッフェ・セミナーが開かれ、前

半は各講師が参加者の書いた質問用紙を読み上げ、主だった質問に

答えた。中村氏は「人事評価の重要性が理解できた。あらためてポ

イントが知りたい」との質問に対して「役職者への評価者訓練が重

要」と回答した。松村院長は「研修医を戦力とみなすことは是か非

か」との質問に、「イエスともノーとも言える。研修医が力を発揮

できる環境を整えれば、戦力となり得る」との考え方を示した。パ

ネルディスカッションについても、「大成建設医療福祉グループに

は各医療圏に関するデータがあるのか」との質問などが寄せられたが、南條氏は「要望があれば個別に対応す

る」と積極的に対応していくことを示した。

乾杯後は、飲み物や食事を手に、講師に熱心に質問したり、くだけた様子で情報交換したりする参加者の姿

が多く見られた。

る―などの潮流が強まるとの見方がされている。岡

田氏は今後、精神科病床が急性期・慢性期に機能分

化していくと予測。急性期系では「急性期治療群」

「児童思春期、ストレスケア、合併症などの専門病床

群」の二極化が進むとして、それに特化した体制構

築が必要と述べた。一方、慢性期系では、認知症治

療群を対象にした施設と、長期入院患者の社会復帰

促進の受け皿となる病棟転換型施設などに分化して

いくと指摘した。

また、08年度診療報酬改定で「認知症患者紹介加

算」「精神科医連携加算」などが創設されたことを挙

げ、「精神科病院と一般病院・診療所との接点が評価

されている。相互の連携強化が重要」―と述べた。

続いて、ブランド化の意義を、急性期・慢性期・

精神科病院それぞれについて、事例紹介を交えなが

らディスカッションした。

南條氏はがん特化型を例示。緩和ケア病棟や放射

線治療などは大きな投資を伴うため、地域ニーズと

採算性の入念な見極めが不可欠と指摘。奥住氏は、

「集学的治療、特に放射線治療の増加は著しく、また

陽子線、重粒子線治療施設を計画している病院もあ

る」と付け加えた。

次に近藤氏が医療療養病棟と介護療養病棟を併設

する病院の転換の方向性について①現状維持型②医

療強化型③住宅展開型④複合型―の４類型に分類し、

転換後の施設計画・収支シミュレーションなどに基

づく判断が必要―と述べた。

精神科病院については岡田氏が、機能分化の潮流

を踏まえ、病棟内をユニット化することで、認知症

でも行動パターンが異なるアルツハイマー型と脳血

管疾患型の患者同士の相互干渉による病状悪化を回

避し、治療に貢献できる病棟プランを紹介した。

最後に奥住氏は「多角的な地域連携を図り、地域

から峻別される病院となることがブランドとして住

民から認知されることにつながる」とし、それには

▽経営戦略の確立▽医療の質と経営効率の向上▽地

域住民や患者のＱＯＬを重視した事業領域拡大―が

不可欠とまとめた。

向かって左から岡田哲氏、近藤正子氏、南條浩毅氏

急性期・慢性期・精神科病院のブランド化とは




