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　大成建設と医療タイムス社の共催で「医療経営ステップアップフォーラムin東京」が11
月26日、東京・新宿の大成建設本社ホールで開かれた。このフォーラムは今回で第20回
を数える。医療界にとって当面の焦点は、2018年度医療報酬・介護報酬同時改定だが、
財政再建の真っ只中に実施される同時改定には、マイナス改定必至という見方が有力だ。
フォーラムでは医業経営をめぐって、マクロ、ミクロからさまざまな知見が交わされた。

取材 ● 小野貴史
写真 ● 田川丈二郎

2025年の社会保障給付費は148.9兆円
医療行政の“風”はどこへ吹いていく？

　病床数の削減が続く中で、
　看取り先の確保が困難になる

 「医療行政の“風”を読む」と題し
て講演した東京医科歯科大学大学
院教授の川渕孝一氏がまず言及し
たのは人口の変化である。2005年
に１億2777万人だった日本の総人
口は、国立社会保障・人口問題研
究所の推計によると30年に１億
1522万人、55年には8993万人に減
少する。15〜 64歳の生産年齢人口
も減少し、05年には8409万人（66％）
だったが、30年に6740万人（59％）、
55年に4595万人（51％）になる。

絶対数だけでなく、人口割合も減
少し、高齢化が一層進行していく
のだ。
 高齢化の進行に伴い死亡者数が
増加し、10年の死亡者数は119万
2000人だったが、国立社会保障・
人口問題研究所は30年に159万7000
人に増加すると推計している。
 「ところが病床数削減政策に
よって、将来も病床数は決して増
えない。看取り先の確保が困難に
なってくる」。川渕氏はそう憂慮
した。
 さらに社会保障給付費の増加も
深刻な課題である。厚生労働省に

よると、12年の社会保障給付費は
109.5兆円だった。以降、さほど増
加が予想されない年金に対して、
医療費と介護費が激増し、25年の
社会保障給付費は148.9兆円に膨ら
む見通しだ。
 このデータに対して、医療費抑
制策として川渕氏が示したのは保

川渕孝一氏

東京医科歯科大学大学院教授　川渕 孝一 氏

革新的な経営手法、続々公開！革新的な経営手法、続々公開！
医療経営ステップアップフォーラムin東京医療経営ステップアップフォーラムin東京

基調講演
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医師事務作業補助者の導入で
医師業務の生産性が20％向上

 上尾中央医科グループの上尾中
央総合病院（724床）事務部長の
久保田巧氏は「生産性を高める事
務職のオペレーション」について、
取り組みを報告した。久保田氏に
よると「収益＝単価×患者数だが、
収益は外部アプローチと内部アプ
ローチによってもたらされる。ま
た、生産性を高める際に、プラン
は組織横断的になるほど効果は大
きくなるが、現場では考える（シ
ンク）ことができても、本当にそ
れを実行できるかというドゥが課
題となる」
 内部アプローチの例に挙げたの

は、医師事務作業補助者の活用で
ある。業務内容は業務改善提案、
電子カルテ入力代行、メディカル
チェック活動、電子カルテ操作指
導、書類作成代行、入職常勤医の
指導、予約センター業務、専門医・
施設認定更新代行など。「医師事
務作業補助者の導入は、医師、患
者、病院の課題など、あらゆる質
の向上や生産性を高めるためにボ
トルネック排除のツールになる」
（久保田氏）
 上尾中央病院の健診センター
で、ある常勤女性医師が入職１カ
月後に表情が曇るようになったこ

とがあった。前職の病院に比べて
事務作業がかなり多いのだとい
う。そこで３日間、診察室に同席
して業務内容を調査した上で、電
子カルテとの重複入力の改善、重
複説明の排除、問診と記帳手順の
変更などに着手したところ、医師
業務の生産性が20％改善した。久

久保田巧氏

医療法人社団愛友会上尾中央総合病院事務部長　久保田 巧 氏

パネルディスカッション１

健指導である。
 「保健指導終了後６カ月後の数
値や１年後の医療費を調査した
データでは、有為な健康改善と医
療費抑制効果が確認できる」

　非営利法人と株式会社が混在
　地域医療連携推進法人は趣旨不明

 医療・介護の提供体制の見直し
に抜本的に切り込んだのは、14年
10月に施行された第６次医療法改
正である。川渕氏は改正のポイン
トとして、①病床の機能分化・連
携の推進②在宅医療の法的な位置
付けを明確にし、在宅医療・連携
を推進③特定機能病院の承認要件
の見直し、更新制の導入④医師確
保対策⑤看護職員確保対策⑥医療
機関における勤務環境の改善―の
６点を挙げた。
 だが、15年度病床機能報告集計
結果によると、病床の機能分化は
国の思惑通りに進むかどうか不透

明だ。病床機能別病床数の構成比
は15年に高度急性期13.6％、急性
期47.6％だったが、20年に予定す
る病床機能別病床数は高度急性期
16.1％、急性期44.7％と現状と変わ
らない結果だった。ただ、今年４
月の診療報酬改定では「７対１入
院基本料等の要件見直し」が盛り
込まれた結果、日本病院会の調査
では、７対１の新基準をクリアで
きる病院は66％、クリアできない
病院は16％となった。
 この日の講演で川渕氏は、医療
法人改革も取り上げた。17年４月
にスタートする地域医療連携推進
法人制度は「非営利法人を参加法
人とすることを必須とする」とい
う制約が設けられた一方で、業務
内容に「関連事業を行う株式会社
（医薬品の共同購入など）を保有
できる」と明記された。この矛盾
について川渕氏は、「制度の説明
を何度読んでも理解できず、私は

厚労省の検討会に呼ばれた時に、
ひと言も発言しなかった。いろい
ろな団体に確認しても検討中で、
よく分からない制度だ。産業競争
力会議で岡山大学メディカルセン
ター構想への評価が集まった時
に、私が独占禁止法違反ではない
かと指摘したら、場内がシーンと
してしまった」と打ち明けた。
 地域医療連携推進法人は地域包
括ケアシステム推進に向けた医
療・介護のネットワーク構築の手
段と位置付けられている。山形県
鶴岡市、千葉県柏市、埼玉県和光
市、福岡県大牟田市の医療介護体
制を調査した川渕氏は、地域包括
ケアシステムを成功させる鍵とし
て、①首長、行政、医師会、大学、
地域住民などによる国に先んじて
行動しようとするリーダーシップ
②顔の見える連携③見える化④ヘ
ルスリテラシーの向上―の４点を
挙げた。
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保田氏は「医師周辺にはたくさん
の改善すべき点がある。ミクロを
根気よく解決していくことが大切
だ」と強調した。
 チャネル政策も、上尾中央病院
の生産性を高める有力な手段であ
る。紹介患者の獲得では「大腸内
視鏡連携パス」「胃ESD連携パス」
など医療連携チャネルを構築し、
ＩＴチャネルでは「便通の異常」「腹
痛、膨張感」「体重が急に減った」
など疾病発生プロセスへのドリル
ダウンを実施している。
 こうした業務を担う事務職の育

成ではキャリアラ
ダーチェックリス
トを活用して、ス
キルの洗い出しを
行っている。今年
９月には人事部に
キャリアサポート
の専従担当者を配
置し、本年度は「メ
ンターメンティー
研修」「ＯＪＴ指
導者研修」「コー
チング研修」「評価者研修」など
を実施している。これらを踏まえ

実績に裏付けられた久保田氏の話は参加者を魅了した

透析治療、人間ドック、便利屋サービス
差別化戦略の先行で“地域を顧客化”

 医療法人美心会（群馬県高崎市）
は1977年、黒沢医院（一般病床７
床、透析病床10床）の開設でスター
トし、96年に法人化した。現在の
運営施設は黒沢病院（一般病床
130、脳卒中センター 12床、透析
センター 60床）を母体に、黒沢病
院附属ヘルスパーククリニック
（外来）、高崎健康管理センター（人
間ドック・脳ドック・健康診断）、
メディカルフィットネス＆スパ、
介護老人保健施設、居宅介護支援
センター、訪問看護ステーション、
訪問介護ステーション、サービス
付き高齢者向け住宅など。2015年
度売上高は約62億円を計上した。
 差別化戦略の１つとして実践し
たのが、透析センターへのオンラ
インHDF（通常透析＋血液ろ過）
導入である。理事長の黒澤功氏は
「導入額は１億2000万円とリスク
の大きい金額だったが、年間増収
額が約5700万円となった。２年強
で導入差額だけでなく、機器本体

のペイが可能になった」と成果を
報告した。あるいは保険診療サー
ビスだけでは経営に限界があると
考えて開設した高崎健康管理セン
ターでは、全身腫瘍ドッグにMRI
を採用し、３Dマンモグラフィや
サブトラクション画像などを導
入。「日本の読影専門医の第一人
者が読影を実施している」（黒澤
氏）という。
 同センターの人間ドック受診者
数は15年に２万7972人に達し、リ
ピート率は84.9％。20年以上の継
続受診者数は1134人、10年以上の
継続受診者数も１万718人に及ぶ。
「検査結果をもとに保健師と管理
栄養士がアドバイスを行って外来
診療につなげている」（黒澤氏）。
患者獲得施策としても機能させて
いるのだ。
 美心会は地域住民の日常生活に
も着目した。「美心会サービスを
地域の日常生活に染みこませてい
くことで差別化を図る。プラスア

ルファのサービスが地域包括ケア
における医療・介護・福祉各サー
ビス連携の接着剤となる」（黒澤
氏）との方針で、今年８月に生活
支援サービスの展開に向けて、便
利屋の全国チェーン「ベンリー」
のフランチャイズに加盟した。９
月にはシニア向けフィットネスジ
ムをオープンさせた。18年には介
護付き有料老人ホーム（100床）
を開設する。
 黒澤氏は「先んずれば人を制す。
医療・介護保険の枠を超えて人の
生涯に切れ目なく関われる機関を
目指す」と抱負を述べた。

黒澤功氏

医療法人社団美心会黒沢病院理事長　黒澤 功 氏

パネルディスカッション2

久保田氏は「事務職の人材育成は
経営戦略である」と総括した。
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病院・介護経営者は300年前と同じ問題と戦い
300年後も同じ問題と戦っている

 医療法人厚生会（福井県福井市）
理事長の林譲也氏は聖路加国際メ
ディカルセンターの専務理事・院
長室マネジャー、聖路加国際病院・
病院企画室マネジャーなどを経
て、2015年に現職に就任した。父
親の跡を継いだのだが、林氏は医
師ではなく、地元出身でもなく「私
は無力である」と切り出した。「無
力だが、今の地位、収入、生活は
守りたいし、病院や介護施設で働
いている人は守りたい」とも。
 林氏は現在懸念している問題
を、長期的には病床削減が進む
2025年問題で、当面は病床利用率
の低下、収益低下と費用上昇、医
師の高齢化、介護施設で発生する
アクシデント、働いている人の意
識などを挙げた。「不安で、打つ
手なし」と思っていたが、ミネソ
タ大学大学院医療経営管理学部に
留学した時代の恩師から授けられ
た言葉が、脳裏に浮かんだ。
 「病院・介護経営者は、300年前

と同じ問題と戦っている」、そし
て「医療介護経営者は300年後も
同じ問題と戦っている」
 林氏は打ち手を講ずる。収益アッ
プでは、①毎日リアルタイムで病
床稼働率を院内に伝え、業績と賞
与が連動する仕組みを構築②診療
報酬の算定項目と施設基準を全項
目、毎年見直して１段階上の項目を
算定できないかを検討③検査・入
院オーダーのきっかけになる情報
を診療記録管理士に見つけさせて
主治医に伝える④透析センターの
機器を更新して単価をアップさせ
る。費用ダウンでは、①時間外勤
務は管理者の承認がないと認めず、
常態化した職員には相談に乗る②
契約書と契約金額を毎年見直し、
不要なキャッシュは返済に充てる
③物品購入では設置・修理・保守
契約・購入の基準を作成し、仕様
の妥当性を全て調べる④価格交渉
では２割５分引きを目標とする―。
 さらに医師の確保では大学、地

域の医師、民間医局との関係を強
化する一方で、職場環境の改善を
模索。介護施設で発生するアクシ
デントは、根本原因の分析と問題
解決の手法を試し、家族にはすぐ
に連絡を入れる体制を固めた。
 介護職員のサポートも強化し
た。入職後１カ月間の教育を手厚
くして、知識・技術・基準を可視
化してキャリアアップを応援す
る。林氏は「介護職は社会的地位
が低く、給料も安いため、セカン
ド・サードキャリア組が多いが、
よい職場にして、よい業界である
ことを訴え続けて、ファースト
キャリアで選ばれる職業にした
い」と意気込みを述べた。

林譲也氏

医療法人厚生会福井厚生病院理事長　林 譲也 氏

パネルディスカッション3

　今年４月の診療報酬改定は
　汗を流せば金を出すという内容

川渕 もう日本の社会は来るとこ
ろまで来ました。アメリカ大統領
選挙でトランプが勝ったのでどう

なるか分かりませんが、私は、ア
ベノミクスのようなばくち政策は
日本経済にとって最後の政策だと
思います。久保田さん、医療政策
の先行きをどう読んでいますか。
久保田 今回の診療報酬改定で質

と経営が完全にリンクし出してい
ます。例えば急性期病院に算定さ
れる認知症ケア加算。身体拘束が
あったら40％の加算がなくなりま

川渕氏のリードでディスカッションは盛り上がった

質と経営がリンクすれば診療報酬はアップ
複数の事業で利益を充当しあう策も有効

ディスカッション

　川渕孝一氏の司会で進行した３人の演者によるディスカッショ
ンでは、診療報酬改定にどう対応するのか、社会保障財源が制約
されているなかで人件費をどのように捻出するかなどについて、
医療現場の取り組みが発表された。
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す。身体拘束ゼロを目指すことが
打ち出されたわけで、質を上げて
いけば経営が向上します。これか
らは質と経営をリンクさせた形で
運営していく病院は必ず生き残れ
ると考えています。社会保障費が
削られても、質と経営を両建てに
していくプロセスが非常に重要で
はないでしょうか。
川渕 上尾中央医科グループに
は、こういう事務部長が出てきた
ということですよ。黒澤先生はい
かがですか。
黒澤 私は“工場長”として病院の
中で働いていて、毎朝７時に出勤
し、夜は９時半ごろまで働いてい
ます。今75歳になりましたが、75
歳までは労働人口と考えていま
す。今度の診療報酬改定で１つ言
えることは、初めて汗を流せば金
を出すという方針が出されたと思
います。救急車を引き受ければ報
酬が増えるという体系になって、
今まで救急車を引き受けなかった
病院も引き受けるようになり、た
らい回しがなくなって、救急車の
奪い合いのような状況になりまし
た。その意味では安倍政権には素
晴らしいブレーンがいるなと感心
して見ています。これからは汗を
流せばやっていけるだろうと考え
ています。

川渕 黒澤先生のご発表を聞いて
いると、すごい人間愛があります
ね。だからうまくいくのではないか
なと。林理事長はどう思いますか。

　介護事業単体の利益から
　人件費の増額分を捻出できる

林 私は聖路加国際病院に12年勤
めていました。経営の中枢にいた
ので、命題は診療報酬をより多く
獲得して収益を上げることでした
が、この年齢（注・42歳）になっ
てみて限界を感じるようになりま
した。黒澤先生がおっしゃったよ
うに、制度に振り回されて報酬を
増やせといっても限界がありま
す。持続的に経営がよくなること
は望めません。最終的に行き着い
たことは、医師や看護師に無駄を
発生させずに、気持ちよく働いて
もらうことに決めようと。
 その代わりに従業員にしわ寄せ
がいかないようにして、コストを
削減することです。コストは医療
とは関係なしに下げることができ
ます。そうすれば他の病院よりも
少し高いボーナスを出せるかもし
れません。毎年毎年、その繰り返
しです。
川渕 会場からも質問をお願いし
ます。
参加者 林先生から、介護職の熟

練度が上がれば給与を上げるとい
う方針をうかがいましたが、介護
報酬という枠が決まっているので
限界があるかと思います。費用を
下げて給与にまわすのか、収入を
上げることに取り組んでいるの
か、教えてください。
林 １つ目は、介護事業は定員数
で運営されるので、できるだけ
100％を維持してくださいと現場
にお願いしています。介護施設に
空床ができて、埋まりそうにな
かったら病院から入所者を探すよ
うにしています。
 ２つ目は、かつて介護事業は15
〜 20％の利益率が出ていました
が、今は５〜 10％ぐらいに下がり
ました。それでも病院の利益率よ
りは高いので、介護事業単体でも
利益から人件費にまわすことは可
能です。
 ３つ目は、当法人は病院、健診、
介護の３つの事業を行っているの
で、それぞれの事業の利益を充当
しあって人件費に充てています。
もし法人の統合で、複数の事業を
行えるのなら、それも人件費を上
げる手段になると思います。
川渕 林理事長の法人はものすご
く循環がうまくいっているので
しょうね。演者の革新的な手法の紹介に参加者も活発に発言した

大成建設・吉成泰医療福祉営業本部長があい
さつした




