
「Afterコロナ」を見据えた病院経営を考える

スタッフの献身でCOVID-19に立ち向かい
病院経営は新しいステージへ

病院長

岩村 正嗣 先生

感染管理室長

高山 陽子 先生

総合手術センター

中嶋 弘美 看護師長
中央滅菌材料センター

金原 純司 看護係長

北里大学病院Interview

医療経済学分野教授

川渕 孝一 先生

COVID-19の流行で
日本の医療の問題が浮き彫りに。
今こそ変革のチャンス

東京医科歯科大学大学院巻頭特集

病院長

伊藤  透 先生

通常の医療を継続しながら
COVID-19にも対応。
秘訣は「病院全体で診る」意識

金沢医科大学病院Interview

経営戦略室

渡邊 忠徳 課長

医療の安全にフォーカスするメディカルマガジン ［オペラタイムズ］

vol. 11
2021
前半号



2 32

医療の安全にフォーカスするメディカルマガジン ［オペラタイムズ］

OPERA Times（オペラタイムズ）とは
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医薬品や医療材料は機能向上が進んで

価格が高騰し、また医療自体の高度化で

設備投資もどんどん必要になっていま

す。一方で、病院の支出には消費税がか

かるのに対して消費税の上昇分が診療報

酬にカウントされていないという状況も変

わっていません。

　医療費の財源も不安定なままです。

2019年9月に厚労省が発表した424の

公立病院と公的病院の再編統合も進ん

でいません（2021年1月に厚労省が再検

証を通知、対象病院が440程度になる予

定）。各医療機関に全体を鳥瞰して経営

企画できる人材がいないことも以前から

指摘されている通りです。

　医療法の改正や診療報酬の改定が行わ

れているものの、パッチワーク的な対応で根

COVID-19と病院経営医療経済最前線

世界中で猛威を振るっている新型コロナウィルス感染症（COVID-19）。その最前線で対応にあたっている医療機関は、
病床の逼迫や医療従事者の疲弊など、難しい舵取りを迫られている。そうした中で、どのような病院経営が求められてい
るのか、さらには「afterコロナ」の時代の病院経営とはどのようなものになるのか、医療経済や医療政策などを専門とす
る川渕孝一先生に聞いた。

東京医科歯科大学大学院
医療経済学分野教授

川渕 孝一 先生

Q COVID-19の流行前から続く
日本の医療の問題点とは。

医療費の財源不足や
急性期病院の赤字経営が問題に

　医療を含め、日本では構造改革、規制

改革が長年叫ばれていますが、一向に進

みません。その理由は、国民が歳をとり、

その結果、なかなか変えられない国になっ

たことにあります。いわば動脈硬化が起

こっていて、閉塞状況になっています。構

造改革の必要性はわかっていても自分は

動かず、誰かにやってほしい、というよう

な状況です。

　もともと急性期病院はCOVID-19の

流行前から経営状態がよくありません。

巻頭特集

COVID-19の流行で
日本の医療の問題が浮き彫りに。
今こそ変革のチャンス

Q

コロナ禍における病院経営の現在と未来

本的な解決にはなっていません。医療には

利害関係者が多く、厚生労働省など省庁の

官僚ができることには限界があるのです。

　一方で、少子化、高齢化という人口構

成の変化はどんどん進み、変わっていく

医療ニーズ、増え続ける医療費にどう対

応するのか、まさに正念場と言えます。

日本の医療にCOVID-19は
どのような影響を与えたか。

感染症対策の脆弱性が露呈
受診抑制で病院経営は大打撃

　今回のCOVID-19は、地球規模の大

流行となり、私たちの日常生活を一変さ

せました。



続きは本誌でご覧ください
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コロナ禍での対応とコロナ後を見据えた取り組み

北里大学病院は、特定機能病院、救命救急センター、地域災害拠点病院といった数多くの指定を受ける神奈川県相模原市の中核

病院。市立病院のない相模原市において、新型コロナウィルス感染症（COVID-19）への対応でも中心的役割を担っている。これまで

（２０２１年1月時点）患者から医療スタッフへの感染もなく安全に対応できている秘訣や、コロナ後を見据えた病院経営などについ

て聞いた。
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北里大学病院病院経営に迫る

重症患者の治療と通常診療を両立
感染防止のノウハウを近隣に共有へ01 感染管理室長

高山 陽子 先生  

閉鎖予定の東病院を
コロナ専門病院に転換

　神奈川県相模原市の中核病院に
位置づけられる北里大学病院。新型
コロナウィルス感染症（COVID-19）
の対応でも中心的な役割を担ってい
る。COVID-19の重症患者を受け入
れているほか、600mほど離れた場
所にある東病院では中等症患者を受

病院長

岩村 正嗣 先生  

け入れている。東病院は本院への機
能集約などのために閉院の準備を進
めていたが、COVID-19専門病院に
転換された。
 「市内の他の病院で受け入れる案もあり
ましたが、感染管理や人員確保が困難な
ことから、必要病床の確保に難渋するこ
とが懸念されました。また、市内の患者を
集約することで、すでに市内病院で表面
化していた風評被害を少しでも防げるか

もしれないという点でも、東病院の活用
が最善と考えました」（岩村病院長）
　この決断の背景には、もう一つ、相模
原市内の救急患者の搬送に関する相模
原ルールがある。これは、かつて発生し
た救急患者のたらい回しを防ぐために作
られたルールで、二次救急病院3か所に
救急搬送を断られた場合には、いったん
三次救急を担当する北里大学病院に搬
送し、初期治療後に状況に応じて他の病

続きは本誌でご覧ください
医療従事者でご希望の方は当社営業員又は、

ホームページのお問い合わせよりお求めください。
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ました。今後は、消毒用アルコールなど
も、きちんと備蓄していく方針です」（高
山先生）

手術室スタッフの負担軽減へ
プレミアムキットで改革推進

　今回のパンデミックにおいて、大学
病院の大きな収入源である手術室も
影響を受けた。手術室を中心に診療制
限を行い、稼働率を通常の7割に、手
術件数を5割にすることを目安とした。
 「眼科の手術件数は7割減、整形外科
や形成外科は5割減など、大きく減っ
た診療科もありましたが、心臓血管外
科や脳外科などはほとんど減りません
でした。そのため、全体としては３割程
度の減少となりました。特定機能病院
として先進的な医療が求められる当
院には、本来不要不急の手術はないと
も言えます。目標を高めに設定して、
可能な限り削減を目指したというのが
実情です」（岩村病院長）
　6月には診療制限を解除したが、収
益は激減。手術は診療報酬の単価が高
いため、政府からの補助金ではまかな
いきれていない。
 「10月ごろから外来患者さんも戻りつ
つあり、また予定されていた手術の組
み直しも始まって業績が改善する兆し
が見えてきたと思った矢先に第3波が
来ました」
　とはいえ、経営のためにCOVID-19
の流行以前よりも手術件数を増やすの
は難しいと岩村院長は考えている。
 「すべてのスタッフがすでに十分頑
張っていますから、これ以上負担をかけ
るのは避けたいところです」
　そこで、手術室では無理な運用や無
駄がないか分析し、改善を進めようとし
ているところだという。
 「私も外科医ですから、よく理解できる
のですが、医師は自分の好きな道具や
資材を使いたがるものです。そのため、
多品種少量で在庫が余るなど無駄が

院に移送するというもの。
 「COVID-19患者が増え続け、当院の
救急に搬送される二次救急患者が増え
ると三次救急への対応が難しくなってし
まいます。そのためにも、できるだけ中等
症患者の受け皿を確保しておく必要が
ありました」（岩村病院長）
　また、東病院の看護師寮は軽症者の
宿泊施設として活用されている。運営
は相模原市が行っているものの、北里
大学病院を中心にCOVID-19に対応
する体制が確立されている。

　昨年10月頃からの第3波では、重症
患者、高齢の患者が急激に増加。2021
年1月末現在で重症患者用の病床はす
べて、中等症患者用の病床の9割が使わ
れている。
 「第3波の特徴は、中等症でも急変の可
能性がある、いわば中等症と重症の間に
あたる患者さんが増えていることです。
東病院にはICUがなく、スタッフ不足も
心配されたので、本館のトイレ付き個室
も使うようになりました」（岩村病院長）

ルール設定や情報提供を
感染管理室が主導

　COVID-19の感染対策を指揮するの
が、院長直轄の組織である危機管理部
の感染管理室だ。感染防止のための院
内ルールの立案、診療の流れの構築、患
者の動線のチェックなどを行った。
　感染防止についてのスタッフ向けの講
習会も頻繁に計画。2020年1月ごろか
ら院内でCOVID-19に関する問い合わ
せが増えたため、30分程度の臨時のセ
ミナーを開催。
 「より多くの職員に参加してもらえるよ
う、同じ内容のセミナーを5回繰り返し、
延べ600人ほどが参加しました」と感染
管理室長の高山陽子先生は語る。
　最新情報は職場で閲覧するニュース
レター「かんせん情報」やメール配信で
共有している。院内のイントラネット上に
はCOVID-19専用ページがあり、院内
ルール、病院長からのメッセージが掲載
されているほか、手指消毒や防護服着脱
の手順の動画などを見ることができる。
　2020年2月～3月の第1波の時はマス
クをはじめとする医用資材が不足する事
態となり、感染管理室が対策にあたった。
 「ある程度不足することは見越して備
蓄していましたが、N95マスクだけでな
く、不織布マスクも足りなくなり、交換頻
度を1週間に1枚にしてもらいました。ま
た、資材部と協力して、各病棟にあった
マスクを集め、一括管理した時期があり

北里大学病院病院経営に迫る

北里大学病院 病院長 北里大学医学部主任教授

岩村 正嗣 先生  
1983年北里大学医学部卒業。北里大学病院や神奈
川県内を中心とした総合病院での勤務、米国ロチェ
スター大学への留学を経て、1995年北里大学病院泌
尿器科主任に就任。同科長、副院長を務め、2018年7
月から現職。専門は副腎・腎・腹腔鏡手術。日本泌尿
器科学会泌尿器科専門医。

北里大学病院 危機管理部 感染管理室長
北里大学医学部附属新世紀医療開発センター
横断的医療領域開発部門　感染制御学・准教授

高山 陽子 先生  
1994年北里大学医学部卒業。北里大学病院や都内の
医療機関、東北大学病院などの勤務を経て、2010年
に北里大学病院感染管理室副室長に就任。2014年か
ら現職。日本感染症学会感染症指導医・専門医。
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すべての病院スタッフへ
常にねぎらいと感謝を

　岩村院長は長引くパンデミックに対
応している病院スタッフの負担を慮る。
これまで多くの患者を受け入れなが
ら、現在（２０２１年1月時点）まで患者か
らスタッフに感染した例はなく、クラス
ターも発生していない。「これはスタッ
フの意識の高さの表れです」と岩村院
長は胸を張る。
　一方で、スタッフの心身の疲労、燃
え尽き症候群、医療者への差別などに
対するケアも大切なことといえる。そこ
で、精神科の医師と精神保健専門看
護師（リエゾンナース）による心のケア

チームが病棟をラウンドしている。
　スタッフのモチベーションの維持、適
度な緊張と緩和のために、岩村院長は、
定期的に文書や動画で情報を発信し、
スタッフの頑張りを後押ししている。
 「コロナ対応には起死回生の決定的
な手段はなく、地道に感染対策を継続
するしかありません。そのために、とも
すると気が緩んだり、不満が募ったり
しそうなタイミングで、注意喚起して
います」
　また、感謝の気持ちを表すことも大
切にしている。例年の表彰制度に加え、
2020年は20部門に感謝状を出してお
り、「いずれは100近くある、すべての部
門に感謝状を贈りたいと考えています」

出ている面があります。まずは使用状
況や在庫を“見える化”して無駄を認識
することが必要でしょう。その点で、ホ
ギメディカル社に期待しています。プレ
ミアムキットの導入で手術材料の準備
の効率化を図ることも有効だと感じて
います。まずは、現状の分析や他施設と
比較などを進めていきたいと考えてい
ます」と岩村病院長は語る。

通常の医療体制へ
復帰の道筋を常に模索

　COVID-19の患者数の予測や緊急
事態宣言などの施策に合わせ、先手を
打ちながら対応してきた北里大学病院
だが、岩村院長も「いつ終息するのか、
ワクチン接種の進行によって状況がど
う変わるのか、まだ予想はつきません」
と話す。とはいえ、どのように通常業務
に戻していくかはすでに考え始めてい
るという。
　その方向性を決めるのは、同院の病院
危機管理委員会。院長直属の委員会で、
病院の最高意思決定機関である経営会
議とは別にし、独自の決定権を持たせて
いるという。それまでは東日本大震災の
際に開催されたことがある。 
 「重症患者数が減らなければ、以前と同
様の診療を行うための病床やスタッフを
確保できません。また、COVID-19以外
の三次救急の患者さんの受け入れもこ
のままでは逼迫します」（岩村院長）
　そこで、患者数の増加に伴い、市内
の病院で作る協議会で、一般病院での
中等症患者の受け入れを進めている
ところだ。東病院の閉鎖も視野に入れ
ているが、「東病院でも本院でもクラス
ター発生の可能性がないわけではな
く、そう考えると閉鎖はまだ先です。東
病院が稼働しているうちに、当院が積
み上げてきたCOVID-19患者への対
応の経験や通常医療の継続のための
工夫を市内の他の病院に伝える機会を
設けたいと考えています」

パンデミックへの対応とともに
手術室と在庫管理の適正化へ着手02
総合手術センター

中嶋 弘美 看護師長 
中央滅菌材料センター

金原 純司 看護係長  
経営戦略室

渡邊 忠徳 課長

陽性患者の手術に向け
手順や設備を見直し

　総合手術センターでは、COVID-19
のパンデミックにあたり、2020年2月

に運用と業務の見直しが行われた。日
本手術看護学会などの学会の情報を
集めたり、感染管理室に相談したりしな
がら、物品の取り扱い方法、清掃方法、
空調の扱いなどを1つひとつ確認して

感謝状贈呈の様子
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 特定機能病院として
  質の高い医療の提供を目指す

　特定機能病院として、石川県全域の

急性期医療を担っている金沢医科大

学病院。39の診療科と817床の病床

を擁し、約1,800名の病院職員がそれ

ぞれの業務に従事している。

 「当院では移植医療や低侵襲な心臓

血管外科治療、ロボット支援下手術な

どを始めとする高度な医療を提供して

おり、患者さんの年齢層や疾患領域を

問わず、幅広く対応できる環境が整っ

ています」と病院長の伊藤透先生は自

院の特徴を語る。

　より安全な医療を患者さんに提供す

るために、今後は各部門の運営改革に

も力を入れていきたいという。

 「当院は開院当時より臓器別診療科と

なっていますが、1つの疾患を原則とし

て1つの診療科で責任を持って診る、ご

くあたり前のことですが、それを徹底す

ることが質の高い医療の提供につなが

りますし、高度な専門性を持つ医師を

育てることにもつながります。しかし、

他科との連携も重視しています。当院

では各診療科の連携は良好で誇りに

思っています。例えば、カテーテル治療

は心血管カテーテル治療科が統括し、

それ以外の心臓血管手術は心臓血管

外科が行うなど、きちんと分担してそ

れぞれの強みを生かしていくというこ

とです。良い意味でのセクショニズムを

育てていくことで、連携する地域の医

療機関からより一層信頼される病院に

していきたいと思っています」

　領域ごとの分業を進める一方、認知

症のような疾患では高齢医学科や精

神科、脳神経内科などさまざまな領域

の医師が診療にかかわることが望まし

いことから、多彩な人材を集約した認

知症センターを設立、運営している。今

後はさらに、t-PA静注による血栓溶解

療法などの超急性期治療を提供でき

る脳血管センターの設立も目指してお

り、高度な専門医療を提供する医療機

  病院改革に迫る 院長インタビュー  ｜金沢医科大学病院

金沢医科大学病院 病院長
金沢医科大学消化器内視鏡学 主任教授

伊藤 透 先生

関として、その役割を果たしていきた

い考えだ。

 地域の強い連帯感で
  COVID-19の診療に臨む

　伊藤先生が病院長に就任した2020

年4月、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）は全国に拡大し、各自治

体で感染患者の受け入れ体制の整備が

急ピッチで進められた。

 「石川県では、4月初旬からCOVID-19

のための病床確保に向けた調整会議が

始まりました。会議には石川県内の各病

院の病院長が出席し、東京で提唱された

『新宿モデル』と同様に、軽症から重症ま

で病状に応じた受け入れ体制を整備する

ための話し合いが持たれました。つまり、

体外式膜型人工肺（ECMO）を扱える大

学病院などが重症患者を預かり、そのほ

かの病院で軽症～中等症患者を診るとい

うように病院の役割分担を明確にしたの

です」と伊藤先生は振り返る。

石川県全域の急性期医療を担う金沢医科大学病院。特定機能病院
として高度な医療の提供を継続しながら、新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の対応も行っている。その両立ができている背景には、
COVID-19を「病院全体で診る」という方針がある。病院長の伊藤透先
生に、COVID-19の診療体制や院内感染対策、さらに経営への影響と今
後の展望について聞いた。

通常の医療を継続しながら
COVID-19にも対応。
秘訣は「病院全体で診る」意識

コロナ禍における地域の中核病院の奮闘

13
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業員意識調査「NavigatorⅡ」N=61より）を調査したデータ
である。
　コロナ禍前とコロナ禍中で、「当院の職員であることの満
足」「将来を考えた理事長の判断・決断」「理事長方針の浸
透」の3つを抜粋して見てみると、大きくプラスに変化した病
院もあれば、大きくマイナスに変化した病院も存在する（ただ
し、コロナ禍においても従業員の意識調査を実施する病院と
いうことで、そもそも組織改善への意識が高い病院が多いと
思料される）。
　個別ケースの例をお伝えすると、ある病院Ａでは2020年
の夏季賞与の際に、職員たちが自ら賞与を辞退すると申し出
てくれたようである。コロナ禍により明らかに患者数が減少
し、病院経営が厳しいことを察知して、そのような行動に至っ
たようだ。自身の生活を守る必要があるにもかかわらず、この
ような申し出を職員自ら行うということが、どういうことか分か
る例であろう。
　一方で、ある病院Ｂでは職員の退職が続き、手当てを3倍
に増額して退職を引き止めているという状況である。コロナ
禍により職員の不安（経営不安、感染不安等）が増大し、退
職希望者が止まらない状況のようである。結果、金融機関か
らの借入を増やし、病院運営のために膨大な資金を注入す
ることとなった。
　紙面の都合上、病院Ａ，Ｂのコロナ禍前の状況や運営体
制について詳述することは叶わないが、結論を申し上げる
と、日常からの組織力の育成（経営者・経営幹部とのコミュニ
ケーション・姿勢・言動、法人理念の浸透、人材育成等）への
注力の違いが根底にある。どの病院においても病院Ａ，Ｂの
ような状況が節々に表面化してきているのが実際ではない
だろうか。
　コロナ禍が終息してからも、間違いなく組織力は問われ続
けることになるだろう。それは、一度表面化した組織の課題
（職員が認知した課題）は、ずっと消えないからである。そうい
う意味では、今、コロナ禍の最中にこそ組織力向上に向けた
見直しを進めていただきたいと考える。これからは、収益改善
やコスト削減などのテクニック論（外科的アプローチ）よりも
（勿論大事ではあるが）、組織の信頼感の醸成やロイヤリティ
の向上など一層本質的なアプローチ（内科的アプローチ）が
問われてくる時代になってくるだろう。

ニューノーマル時代の人材育成の
3つの変化を認識すること
　組織力の向上における最短のアプローチは、経営者・
経営幹部の行動姿勢や発信力の強化である。トップ層の
変化なしに組織の変化は起きないことは、大前提として
認識しておくべきである。その上で、重要なのは人材育成

である。
　労働集約型事業である医療機関経営において、人材
育成が重要なことは言うまでもない。しかし、筆者の肌感
覚では経営の良い病院ほど人材育成に投資し、経営の
悪い病院ほど人材育成にお金をかけない、という感覚が
ある。日本経営で主催する有料セミナーの受講者層を分
析していても、その感覚が間違いではないと感じている。
　さて、コロナ禍によって人材育成（研修）ができていな
いことによる組織の弊害が、徐々に表面化してきていると
多くの医療機関から問合せを受けている。ニューノーマ
ル時代の人材育成の変化は、大きく3つ挙げられる。
　１つ目は、「言葉で伝える（観察学習の危機）」だ。これ
までは、日々の業務や集合研修、飲み会などで言語・非言
語ともにあらゆるコミュニケーションが発生していた。職員
は周囲の振る舞いなどを見ながら自分のすべきことを学
ぶことができた。しかし、接触型コミュニケーションが制限
され、また職員１人ひとりの背景も多様化していく中、これ
からの時代は言語化していかなければ伝わらない時代に
変化してきている。それ故に、独自の価値観が育ちにく
く、浸透し辛くなってきている。
　２つ目は、「知識・技術の学習のしかたを教える」だ。こ
れまでは、現場で起こりうること、求められる可能性があ
ることが、ある程度予測可能であり知識や技術で対策が
できてきた。しかし、今まさに知識や技術は常に後手に回
るしかない時代になっている。その際に必要なことは、
「学習のしかた」や「学んだことの活用のしかた」である。
　３つ目は、「病院としての方針を示す」だ。これまでは、
特に医療職は病院の方針よりも個人の意志を優先する
傾向が強かった。病院組織に求めることは、プロとしての
技術を発揮できる環境やプロとしての働きを評価してく
れることだった。しかし、これからは病院の方針と個人の
意志のバランスが求められることとなる。病院組織には、
先の見えない時代に対する不安や知識・技術だけでは対
応できない状況に、病院方針の発信を求め、自分が納得
できるか判断するように変化してきている。
　この変化を、経営者や経営幹部は正しく認識しておか
なければならない。コロナ禍は、社会環境だけでなく、人々
の意識を大きく変化させたのである。

組織に求められる共通言語　
　このようなニューノーマル時代の中、人材育成で必要なこ
とは、全職員が、当院で仕事に取り組む姿勢・行動規範として
階層・経験問わず、同じように理解・納得できる人材育成方
針を「共通言語」として明確化すること、である。
　これは、人材育成だけではない。病院の理念についても、

コロナ禍で二極化してきた病院経営の質
～今問われていることを考える～

国の医療政策は、地域医療構想や働き方改革の推進など長期的な方向性が示されています。そうした中、
新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の流行により、病院経営は過去に経験したことのない困難に
直面しています。afterコロナに向けて、病院は今どのような備えをしておくべきか見ていきましょう。

を下回った状態が継続しており、今後も比較的抑制された状態

が暫くは続くのではないだろうか。

　それでは、新型コロナウイルス感染症の終息がいまだ見えない

状況下において、病院経営は、どう対応していくべきなのだろうか？

コロナ禍でも数字を大きく落とさない医療機関の特徴
　株式会社日本経営では、多くの病院の経営支援を行って
いるが、その中にはコロナ禍で環境が激変している中におい
ても経営数値を大きく落とさない（もしくは建て直しが非常に

早い）医療機関がある。
　そのような医療機関を紐解
いていくと、１つの共通点があ
る。その根源にあるのは、日常
から組織の信頼感（特に、経営
層との関係性）が醸成されてい
ることである。非常に定性的な
評価となってしまうが、有事の
際にこそ組織力が表面化する
というのは、間違いない事実の
ように感じている。
　左の図-1は、コロナ禍前とコ
ロナ禍中の従業員の意識の変
化（調査：株式会社日本経営 従

コロナ禍における経営悪化の要因
　コロナ禍における医療機関の経営状況の悪化については、さ

まざまなところでニュースになっているため、改めてここでは確認

しないが、経営悪化の主要因は、入院・外来患者数の減少で

あった。病院の場合は、特に入院収益が経営の要となってくる

が、その減少要因は紹介患者の減少、救急患者の減少が大き

な要因となっていた。

　紹介患者の減少は、出し先となる診療所の外来患者の減少

が大きな要因であろう。救急患者は、いまだに引き続き対前年度

　コロナ禍による第1回目の緊急事態宣言発出から約1年となる。2021年度は診療報酬改定が無かったものの、

もし診療報酬改定の該当年度であったとしたら、どうなっていたのだろうかと思索にふける。

　さて、この1年、病院経営コンサルタントという立場からコロナ禍の前線に立つ病院を見てきた。医療現場の観点

というよりは、仕事柄、経営的観点から病院の変化を見てきた。その中で感じていることは、有事の中でこそ日常で

培ってきた組織力の差が顕著に出るということである。

　2018年度の診療報酬・介護報酬の同時改定から、地域医療構想の進展、働き方改革への対応など、じわじわと

確実に大きな変革の足音が近づいているという感覚は多くの方が抱いていたことだろう。奇しくも、今回のコロナ

禍によって、じわじわと来ていた変革の足音が10年くらいは縮まった印象を持っている。

　そういう意味では、“今”こそ変化に適応していかなければ、コロナ禍における補助金や診療報酬の手当てが縮

小していく頃には、大きな差が生じていることになるだろう。

経営方針についても、その他あらゆることについて、「共通言
語」を持っておくことが重要なのである。
　例えば、日本経営の人材育成の考え方の１つに「主人公
意識」という言葉がある。これは、経営者・役員から一般社員
までが共通して持っている言葉である。そのため、社長講話
や階層別研修、日常の業務の中、どのような場においても
「主人公意識」という言葉を使って育成・指導している。長い
年月を経て、日本経営の中では、主人公意識で働くことが当
たり前の組織風土・文化となっている。
　このように、組織を一体化し文化や風土を創っていくため
には、組織の共通言語、を創っていくことが重要である。特
に、職員が組織に求めることが変化してきている時代におい
ては、ここからスタートしていただきたいと思う。

手段としてのeラーニングの導入　
　医療機関においては、eラーニングの導入・活用は必須で
あると考えている。労働集約型事業でありながら、24時間組
織が動いているということで、隅々にまで共通言語を浸透さ
せることが非常に難しい組織だからだ。このような物理的弊
害は、ICTの活用で取り除くことがポイントである。
　eラーニング導入で理解しておかなければな
らないことは、以下の3点である。
　１つ目は、費用対効果の正しい認識、である。
eラーニングを導入する際に、費用がネックにな
ることがある。費用がネックになる医療機関は、
これまで全職員に対して本当に教育が適切に行
われてきていたのかを再確認していただいた方
がいいだろう。恐らく、全職員にまで教育が行き
届いていない医療機関が多いはずである。
　２つ目は、eラーニングを入れただけでは組織
力は上がらない、である。eラーニングはあくまで
道具である。それをどう使いこなすかを真剣に
考えなければ、期待している効果は得られない
だろう。特に、eラーニングと集合研修の融合が
ポイントである。
　３つ目は、eラーニング導入時のルール設定の
重要性、である。eラーニングの視聴を義務付け

【図-１】 コロナ禍前とコロナ禍中の従業員の意識の変化

た場合、時間外の視聴は勤務時間となる。このように、eラー
ニング導入時のルールも考えておきたい。

日本経営の医療介護福祉向け
マネジメント版eラーニング　
　株式会社日本経営では、コロナ禍における職員の教育研
修ニーズに応えるべく、医療機関向けのeラーニング
「RUUUN（ラーン）」を2021年3月にリリースした。「いつで
も、どこでも、何度でも」学習できるニューノーマル時代の教
育研修ツールである。
　動画プログラムは、これまでの日本経営のコンサルティン
グノウハウを凝縮し、新入職員から経営幹部まで学習し続け
ることができる200本以上の動画を公開（組織人材系プログ
ラムと経営系プログラム）している。
　eラーニングシステムは、個々人の受講管理の他、病院で
制作した動画のアップロード、フレキシブルな動画公開設定、
動画コメントの共有等が可能となっている。
　是非、ご興味ある方は、以下まで問い合わせをいただきたい。
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急性期から慢性期まで幅広い病院の経営改善
を専門としつつ、2016年10月より「全ての病
院に真の医療経営人材を」を理念とした医療
経営人材育成事業（1日で学ぶ病院経営講座
https://nkgr.co.jp/seminar002/）の立ち
上げに取り組んでいる。

濱中 洋平
メディキャスト株式会社
NKアカデミー事業部　統括マネージャー

執筆
ご案内
毎週の重要政策のポイントを解説した動画（週1～2本）を

配信しています（NK-Academia）。是非、

会員登録をしてご視聴ください聴ください

（http://nkacademia.nkgr.co.jp/）

（厚生政策情報センター）
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 NKアカデミー事務局   nka-jimukyoku@nkgr.co.jp

【図-２】 日本経営eラーニングRUUUN

 ㈱日本経営従業員意識調査「ES NavigatorⅡ」
2019年1～12月、2020年1～12月のどちらも調査を実施した61病院のデータ比較  アンケートは7段階評価で変動幅は100点満点換算した。

※変動幅とは、2回のアンケートの点数の差を表している。
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続きは本誌でご覧ください
医療従事者でご希望の方は当社営業員又は、

ホームページのお問い合わせよりお求めください。
https://www.hogy.co.jp/contact/index.html
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業員意識調査「NavigatorⅡ」N=61より）を調査したデータ
である。
　コロナ禍前とコロナ禍中で、「当院の職員であることの満
足」「将来を考えた理事長の判断・決断」「理事長方針の浸
透」の3つを抜粋して見てみると、大きくプラスに変化した病
院もあれば、大きくマイナスに変化した病院も存在する（ただ
し、コロナ禍においても従業員の意識調査を実施する病院と
いうことで、そもそも組織改善への意識が高い病院が多いと
思料される）。
　個別ケースの例をお伝えすると、ある病院Ａでは2020年
の夏季賞与の際に、職員たちが自ら賞与を辞退すると申し出
てくれたようである。コロナ禍により明らかに患者数が減少
し、病院経営が厳しいことを察知して、そのような行動に至っ
たようだ。自身の生活を守る必要があるにもかかわらず、この
ような申し出を職員自ら行うということが、どういうことか分か
る例であろう。
　一方で、ある病院Ｂでは職員の退職が続き、手当てを3倍
に増額して退職を引き止めているという状況である。コロナ
禍により職員の不安（経営不安、感染不安等）が増大し、退
職希望者が止まらない状況のようである。結果、金融機関か
らの借入を増やし、病院運営のために膨大な資金を注入す
ることとなった。
　紙面の都合上、病院Ａ，Ｂのコロナ禍前の状況や運営体
制について詳述することは叶わないが、結論を申し上げる
と、日常からの組織力の育成（経営者・経営幹部とのコミュニ
ケーション・姿勢・言動、法人理念の浸透、人材育成等）への
注力の違いが根底にある。どの病院においても病院Ａ，Ｂの
ような状況が節々に表面化してきているのが実際ではない
だろうか。
　コロナ禍が終息してからも、間違いなく組織力は問われ続
けることになるだろう。それは、一度表面化した組織の課題
（職員が認知した課題）は、ずっと消えないからである。そうい
う意味では、今、コロナ禍の最中にこそ組織力向上に向けた
見直しを進めていただきたいと考える。これからは、収益改善
やコスト削減などのテクニック論（外科的アプローチ）よりも
（勿論大事ではあるが）、組織の信頼感の醸成やロイヤリティ
の向上など一層本質的なアプローチ（内科的アプローチ）が
問われてくる時代になってくるだろう。

ニューノーマル時代の人材育成の
3つの変化を認識すること
　組織力の向上における最短のアプローチは、経営者・
経営幹部の行動姿勢や発信力の強化である。トップ層の
変化なしに組織の変化は起きないことは、大前提として
認識しておくべきである。その上で、重要なのは人材育成

である。
　労働集約型事業である医療機関経営において、人材
育成が重要なことは言うまでもない。しかし、筆者の肌感
覚では経営の良い病院ほど人材育成に投資し、経営の
悪い病院ほど人材育成にお金をかけない、という感覚が
ある。日本経営で主催する有料セミナーの受講者層を分
析していても、その感覚が間違いではないと感じている。
　さて、コロナ禍によって人材育成（研修）ができていな
いことによる組織の弊害が、徐々に表面化してきていると
多くの医療機関から問合せを受けている。ニューノーマ
ル時代の人材育成の変化は、大きく3つ挙げられる。
　１つ目は、「言葉で伝える（観察学習の危機）」だ。これ
までは、日々の業務や集合研修、飲み会などで言語・非言
語ともにあらゆるコミュニケーションが発生していた。職員
は周囲の振る舞いなどを見ながら自分のすべきことを学
ぶことができた。しかし、接触型コミュニケーションが制限
され、また職員１人ひとりの背景も多様化していく中、これ
からの時代は言語化していかなければ伝わらない時代に
変化してきている。それ故に、独自の価値観が育ちにく
く、浸透し辛くなってきている。
　２つ目は、「知識・技術の学習のしかたを教える」だ。こ
れまでは、現場で起こりうること、求められる可能性があ
ることが、ある程度予測可能であり知識や技術で対策が
できてきた。しかし、今まさに知識や技術は常に後手に回
るしかない時代になっている。その際に必要なことは、
「学習のしかた」や「学んだことの活用のしかた」である。
　３つ目は、「病院としての方針を示す」だ。これまでは、
特に医療職は病院の方針よりも個人の意志を優先する
傾向が強かった。病院組織に求めることは、プロとしての
技術を発揮できる環境やプロとしての働きを評価してく
れることだった。しかし、これからは病院の方針と個人の
意志のバランスが求められることとなる。病院組織には、
先の見えない時代に対する不安や知識・技術だけでは対
応できない状況に、病院方針の発信を求め、自分が納得
できるか判断するように変化してきている。
　この変化を、経営者や経営幹部は正しく認識しておか
なければならない。コロナ禍は、社会環境だけでなく、人々
の意識を大きく変化させたのである。

組織に求められる共通言語　
　このようなニューノーマル時代の中、人材育成で必要なこ
とは、全職員が、当院で仕事に取り組む姿勢・行動規範として
階層・経験問わず、同じように理解・納得できる人材育成方
針を「共通言語」として明確化すること、である。
　これは、人材育成だけではない。病院の理念についても、

コロナ禍で二極化してきた病院経営の質
～今問われていることを考える～

国の医療政策は、地域医療構想や働き方改革の推進など長期的な方向性が示されています。そうした中、
新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の流行により、病院経営は過去に経験したことのない困難に
直面しています。afterコロナに向けて、病院は今どのような備えをしておくべきか見ていきましょう。

を下回った状態が継続しており、今後も比較的抑制された状態

が暫くは続くのではないだろうか。

　それでは、新型コロナウイルス感染症の終息がいまだ見えない

状況下において、病院経営は、どう対応していくべきなのだろうか？

コロナ禍でも数字を大きく落とさない医療機関の特徴
　株式会社日本経営では、多くの病院の経営支援を行って
いるが、その中にはコロナ禍で環境が激変している中におい
ても経営数値を大きく落とさない（もしくは建て直しが非常に

早い）医療機関がある。
　そのような医療機関を紐解
いていくと、１つの共通点があ
る。その根源にあるのは、日常
から組織の信頼感（特に、経営
層との関係性）が醸成されてい
ることである。非常に定性的な
評価となってしまうが、有事の
際にこそ組織力が表面化する
というのは、間違いない事実の
ように感じている。
　左の図-1は、コロナ禍前とコ
ロナ禍中の従業員の意識の変
化（調査：株式会社日本経営 従

コロナ禍における経営悪化の要因
　コロナ禍における医療機関の経営状況の悪化については、さ

まざまなところでニュースになっているため、改めてここでは確認

しないが、経営悪化の主要因は、入院・外来患者数の減少で

あった。病院の場合は、特に入院収益が経営の要となってくる

が、その減少要因は紹介患者の減少、救急患者の減少が大き

な要因となっていた。

　紹介患者の減少は、出し先となる診療所の外来患者の減少

が大きな要因であろう。救急患者は、いまだに引き続き対前年度

　コロナ禍による第1回目の緊急事態宣言発出から約1年となる。2021年度は診療報酬改定が無かったものの、

もし診療報酬改定の該当年度であったとしたら、どうなっていたのだろうかと思索にふける。

　さて、この1年、病院経営コンサルタントという立場からコロナ禍の前線に立つ病院を見てきた。医療現場の観点

というよりは、仕事柄、経営的観点から病院の変化を見てきた。その中で感じていることは、有事の中でこそ日常で

培ってきた組織力の差が顕著に出るということである。

　2018年度の診療報酬・介護報酬の同時改定から、地域医療構想の進展、働き方改革への対応など、じわじわと

確実に大きな変革の足音が近づいているという感覚は多くの方が抱いていたことだろう。奇しくも、今回のコロナ

禍によって、じわじわと来ていた変革の足音が10年くらいは縮まった印象を持っている。

　そういう意味では、“今”こそ変化に適応していかなければ、コロナ禍における補助金や診療報酬の手当てが縮

小していく頃には、大きな差が生じていることになるだろう。

経営方針についても、その他あらゆることについて、「共通言
語」を持っておくことが重要なのである。
　例えば、日本経営の人材育成の考え方の１つに「主人公
意識」という言葉がある。これは、経営者・役員から一般社員
までが共通して持っている言葉である。そのため、社長講話
や階層別研修、日常の業務の中、どのような場においても
「主人公意識」という言葉を使って育成・指導している。長い
年月を経て、日本経営の中では、主人公意識で働くことが当
たり前の組織風土・文化となっている。
　このように、組織を一体化し文化や風土を創っていくため
には、組織の共通言語、を創っていくことが重要である。特
に、職員が組織に求めることが変化してきている時代におい
ては、ここからスタートしていただきたいと思う。

手段としてのeラーニングの導入　
　医療機関においては、eラーニングの導入・活用は必須で
あると考えている。労働集約型事業でありながら、24時間組
織が動いているということで、隅々にまで共通言語を浸透さ
せることが非常に難しい組織だからだ。このような物理的弊
害は、ICTの活用で取り除くことがポイントである。
　eラーニング導入で理解しておかなければな
らないことは、以下の3点である。
　１つ目は、費用対効果の正しい認識、である。
eラーニングを導入する際に、費用がネックにな
ることがある。費用がネックになる医療機関は、
これまで全職員に対して本当に教育が適切に行
われてきていたのかを再確認していただいた方
がいいだろう。恐らく、全職員にまで教育が行き
届いていない医療機関が多いはずである。
　２つ目は、eラーニングを入れただけでは組織
力は上がらない、である。eラーニングはあくまで
道具である。それをどう使いこなすかを真剣に
考えなければ、期待している効果は得られない
だろう。特に、eラーニングと集合研修の融合が
ポイントである。
　３つ目は、eラーニング導入時のルール設定の
重要性、である。eラーニングの視聴を義務付け

【図-１】 コロナ禍前とコロナ禍中の従業員の意識の変化
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マネジメント版eラーニング　
　株式会社日本経営では、コロナ禍における職員の教育研
修ニーズに応えるべく、医療機関向けのeラーニング
「RUUUN（ラーン）」を2021年3月にリリースした。「いつで
も、どこでも、何度でも」学習できるニューノーマル時代の教
育研修ツールである。
　動画プログラムは、これまでの日本経営のコンサルティン
グノウハウを凝縮し、新入職員から経営幹部まで学習し続け
ることができる200本以上の動画を公開（組織人材系プログ
ラムと経営系プログラム）している。
　eラーニングシステムは、個々人の受講管理の他、病院で
制作した動画のアップロード、フレキシブルな動画公開設定、
動画コメントの共有等が可能となっている。
　是非、ご興味ある方は、以下まで問い合わせをいただきたい。
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急性期から慢性期まで幅広い病院の経営改善
を専門としつつ、2016年10月より「全ての病
院に真の医療経営人材を」を理念とした医療
経営人材育成事業（1日で学ぶ病院経営講座
https://nkgr.co.jp/seminar002/）の立ち
上げに取り組んでいる。
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である。
　コロナ禍前とコロナ禍中で、「当院の職員であることの満
足」「将来を考えた理事長の判断・決断」「理事長方針の浸
透」の3つを抜粋して見てみると、大きくプラスに変化した病
院もあれば、大きくマイナスに変化した病院も存在する（ただ
し、コロナ禍においても従業員の意識調査を実施する病院と
いうことで、そもそも組織改善への意識が高い病院が多いと
思料される）。
　個別ケースの例をお伝えすると、ある病院Ａでは2020年
の夏季賞与の際に、職員たちが自ら賞与を辞退すると申し出
てくれたようである。コロナ禍により明らかに患者数が減少
し、病院経営が厳しいことを察知して、そのような行動に至っ
たようだ。自身の生活を守る必要があるにもかかわらず、この
ような申し出を職員自ら行うということが、どういうことか分か
る例であろう。
　一方で、ある病院Ｂでは職員の退職が続き、手当てを3倍
に増額して退職を引き止めているという状況である。コロナ
禍により職員の不安（経営不安、感染不安等）が増大し、退
職希望者が止まらない状況のようである。結果、金融機関か
らの借入を増やし、病院運営のために膨大な資金を注入す
ることとなった。
　紙面の都合上、病院Ａ，Ｂのコロナ禍前の状況や運営体
制について詳述することは叶わないが、結論を申し上げる
と、日常からの組織力の育成（経営者・経営幹部とのコミュニ
ケーション・姿勢・言動、法人理念の浸透、人材育成等）への
注力の違いが根底にある。どの病院においても病院Ａ，Ｂの
ような状況が節々に表面化してきているのが実際ではない
だろうか。
　コロナ禍が終息してからも、間違いなく組織力は問われ続
けることになるだろう。それは、一度表面化した組織の課題
（職員が認知した課題）は、ずっと消えないからである。そうい
う意味では、今、コロナ禍の最中にこそ組織力向上に向けた
見直しを進めていただきたいと考える。これからは、収益改善
やコスト削減などのテクニック論（外科的アプローチ）よりも
（勿論大事ではあるが）、組織の信頼感の醸成やロイヤリティ
の向上など一層本質的なアプローチ（内科的アプローチ）が
問われてくる時代になってくるだろう。

ニューノーマル時代の人材育成の
3つの変化を認識すること
　組織力の向上における最短のアプローチは、経営者・
経営幹部の行動姿勢や発信力の強化である。トップ層の
変化なしに組織の変化は起きないことは、大前提として
認識しておくべきである。その上で、重要なのは人材育成

である。
　労働集約型事業である医療機関経営において、人材
育成が重要なことは言うまでもない。しかし、筆者の肌感
覚では経営の良い病院ほど人材育成に投資し、経営の
悪い病院ほど人材育成にお金をかけない、という感覚が
ある。日本経営で主催する有料セミナーの受講者層を分
析していても、その感覚が間違いではないと感じている。
　さて、コロナ禍によって人材育成（研修）ができていな
いことによる組織の弊害が、徐々に表面化してきていると
多くの医療機関から問合せを受けている。ニューノーマ
ル時代の人材育成の変化は、大きく3つ挙げられる。
　１つ目は、「言葉で伝える（観察学習の危機）」だ。これ
までは、日々の業務や集合研修、飲み会などで言語・非言
語ともにあらゆるコミュニケーションが発生していた。職員
は周囲の振る舞いなどを見ながら自分のすべきことを学
ぶことができた。しかし、接触型コミュニケーションが制限
され、また職員１人ひとりの背景も多様化していく中、これ
からの時代は言語化していかなければ伝わらない時代に
変化してきている。それ故に、独自の価値観が育ちにく
く、浸透し辛くなってきている。
　２つ目は、「知識・技術の学習のしかたを教える」だ。こ
れまでは、現場で起こりうること、求められる可能性があ
ることが、ある程度予測可能であり知識や技術で対策が
できてきた。しかし、今まさに知識や技術は常に後手に回
るしかない時代になっている。その際に必要なことは、
「学習のしかた」や「学んだことの活用のしかた」である。
　３つ目は、「病院としての方針を示す」だ。これまでは、
特に医療職は病院の方針よりも個人の意志を優先する
傾向が強かった。病院組織に求めることは、プロとしての
技術を発揮できる環境やプロとしての働きを評価してく
れることだった。しかし、これからは病院の方針と個人の
意志のバランスが求められることとなる。病院組織には、
先の見えない時代に対する不安や知識・技術だけでは対
応できない状況に、病院方針の発信を求め、自分が納得
できるか判断するように変化してきている。
　この変化を、経営者や経営幹部は正しく認識しておか
なければならない。コロナ禍は、社会環境だけでなく、人々
の意識を大きく変化させたのである。

組織に求められる共通言語　
　このようなニューノーマル時代の中、人材育成で必要なこ
とは、全職員が、当院で仕事に取り組む姿勢・行動規範として
階層・経験問わず、同じように理解・納得できる人材育成方
針を「共通言語」として明確化すること、である。
　これは、人材育成だけではない。病院の理念についても、

コロナ禍で二極化してきた病院経営の質
～今問われていることを考える～

国の医療政策は、地域医療構想や働き方改革の推進など長期的な方向性が示されています。そうした中、
新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の流行により、病院経営は過去に経験したことのない困難に
直面しています。afterコロナに向けて、病院は今どのような備えをしておくべきか見ていきましょう。

を下回った状態が継続しており、今後も比較的抑制された状態

が暫くは続くのではないだろうか。

　それでは、新型コロナウイルス感染症の終息がいまだ見えない

状況下において、病院経営は、どう対応していくべきなのだろうか？

コロナ禍でも数字を大きく落とさない医療機関の特徴
　株式会社日本経営では、多くの病院の経営支援を行って
いるが、その中にはコロナ禍で環境が激変している中におい
ても経営数値を大きく落とさない（もしくは建て直しが非常に

早い）医療機関がある。
　そのような医療機関を紐解
いていくと、１つの共通点があ
る。その根源にあるのは、日常
から組織の信頼感（特に、経営
層との関係性）が醸成されてい
ることである。非常に定性的な
評価となってしまうが、有事の
際にこそ組織力が表面化する
というのは、間違いない事実の
ように感じている。
　左の図-1は、コロナ禍前とコ
ロナ禍中の従業員の意識の変
化（調査：株式会社日本経営 従

コロナ禍における経営悪化の要因
　コロナ禍における医療機関の経営状況の悪化については、さ

まざまなところでニュースになっているため、改めてここでは確認

しないが、経営悪化の主要因は、入院・外来患者数の減少で

あった。病院の場合は、特に入院収益が経営の要となってくる

が、その減少要因は紹介患者の減少、救急患者の減少が大き

な要因となっていた。

　紹介患者の減少は、出し先となる診療所の外来患者の減少

が大きな要因であろう。救急患者は、いまだに引き続き対前年度

　コロナ禍による第1回目の緊急事態宣言発出から約1年となる。2021年度は診療報酬改定が無かったものの、

もし診療報酬改定の該当年度であったとしたら、どうなっていたのだろうかと思索にふける。

　さて、この1年、病院経営コンサルタントという立場からコロナ禍の前線に立つ病院を見てきた。医療現場の観点

というよりは、仕事柄、経営的観点から病院の変化を見てきた。その中で感じていることは、有事の中でこそ日常で

培ってきた組織力の差が顕著に出るということである。

　2018年度の診療報酬・介護報酬の同時改定から、地域医療構想の進展、働き方改革への対応など、じわじわと

確実に大きな変革の足音が近づいているという感覚は多くの方が抱いていたことだろう。奇しくも、今回のコロナ

禍によって、じわじわと来ていた変革の足音が10年くらいは縮まった印象を持っている。

　そういう意味では、“今”こそ変化に適応していかなければ、コロナ禍における補助金や診療報酬の手当てが縮

小していく頃には、大きな差が生じていることになるだろう。

経営方針についても、その他あらゆることについて、「共通言
語」を持っておくことが重要なのである。
　例えば、日本経営の人材育成の考え方の１つに「主人公
意識」という言葉がある。これは、経営者・役員から一般社員
までが共通して持っている言葉である。そのため、社長講話
や階層別研修、日常の業務の中、どのような場においても
「主人公意識」という言葉を使って育成・指導している。長い
年月を経て、日本経営の中では、主人公意識で働くことが当
たり前の組織風土・文化となっている。
　このように、組織を一体化し文化や風土を創っていくため
には、組織の共通言語、を創っていくことが重要である。特
に、職員が組織に求めることが変化してきている時代におい
ては、ここからスタートしていただきたいと思う。

手段としてのeラーニングの導入　
　医療機関においては、eラーニングの導入・活用は必須で
あると考えている。労働集約型事業でありながら、24時間組
織が動いているということで、隅々にまで共通言語を浸透さ
せることが非常に難しい組織だからだ。このような物理的弊
害は、ICTの活用で取り除くことがポイントである。
　eラーニング導入で理解しておかなければな
らないことは、以下の3点である。
　１つ目は、費用対効果の正しい認識、である。
eラーニングを導入する際に、費用がネックにな
ることがある。費用がネックになる医療機関は、
これまで全職員に対して本当に教育が適切に行
われてきていたのかを再確認していただいた方
がいいだろう。恐らく、全職員にまで教育が行き
届いていない医療機関が多いはずである。
　２つ目は、eラーニングを入れただけでは組織
力は上がらない、である。eラーニングはあくまで
道具である。それをどう使いこなすかを真剣に
考えなければ、期待している効果は得られない
だろう。特に、eラーニングと集合研修の融合が
ポイントである。
　３つ目は、eラーニング導入時のルール設定の
重要性、である。eラーニングの視聴を義務付け

【図-１】 コロナ禍前とコロナ禍中の従業員の意識の変化

た場合、時間外の視聴は勤務時間となる。このように、eラー
ニング導入時のルールも考えておきたい。

日本経営の医療介護福祉向け
マネジメント版eラーニング　
　株式会社日本経営では、コロナ禍における職員の教育研
修ニーズに応えるべく、医療機関向けのeラーニング
「RUUUN（ラーン）」を2021年3月にリリースした。「いつで
も、どこでも、何度でも」学習できるニューノーマル時代の教
育研修ツールである。
　動画プログラムは、これまでの日本経営のコンサルティン
グノウハウを凝縮し、新入職員から経営幹部まで学習し続け
ることができる200本以上の動画を公開（組織人材系プログ
ラムと経営系プログラム）している。
　eラーニングシステムは、個々人の受講管理の他、病院で
制作した動画のアップロード、フレキシブルな動画公開設定、
動画コメントの共有等が可能となっている。
　是非、ご興味ある方は、以下まで問い合わせをいただきたい。

ピックアップ  医療政策情報 ピックアップ  医療政策情報ピックアップ  医療政策情報ピックアップ  医療政策情報ピックアップ  医療政策情報

急性期から慢性期まで幅広い病院の経営改善
を専門としつつ、2016年10月より「全ての病
院に真の医療経営人材を」を理念とした医療
経営人材育成事業（1日で学ぶ病院経営講座
https://nkgr.co.jp/seminar002/）の立ち
上げに取り組んでいる。

濱中 洋平
メディキャスト株式会社
NKアカデミー事業部　統括マネージャー

執筆
ご案内
毎週の重要政策のポイントを解説した動画（週1～2本）を

配信しています（NK-Academia）。是非、

会員登録をしてご視聴ください聴ください

（http://nkacademia.nkgr.co.jp/）

（厚生政策情報センター）

【図-４】 タイトルタイトルタイトルタイトルタイトルタイトル

 NKアカデミー事務局   nka-jimukyoku@nkgr.co.jp

【図-２】 日本経営eラーニングRUUUN

 ㈱日本経営従業員意識調査「ES NavigatorⅡ」
2019年1～12月、2020年1～12月のどちらも調査を実施した61病院のデータ比較  アンケートは7段階評価で変動幅は100点満点換算した。

※変動幅とは、2回のアンケートの点数の差を表している。

※
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3.

のすべてを意味する（図-1）。そして、“仕事”とは付加価値をつけ
ることである。「自動車の製造現場で言えば、金属の板を成形す
る、部品を溶接するといった付加価値をつけるものが仕事で、物
を探す、手待ち、不良品の手直しなどはムダです」（山田先生）
　ムダの多い現場は、ただ動いているだけと見なされる。単な
る“動き”を、付加価値をつける“働き”に変えていくことがカイ
ゼンなのである（図-2）。「ムダをゼロにすれば100％付加価値
になるという発想です。実際にムダをゼロにするのは困難です
が、ゼロを目指していくことが大切です」（山田先生）
　トヨタ生産方式の書物にはムダの例として、作りすぎのム
ダ、手待ちのムダ、運搬のムダ、加工そのもののムダ、在庫の
ムダ、動作のムダ、不良を作るムダの7つが挙げられている
が、ムダはたくさんあり、時代とともに多様化し、変化してい
る。常に作業や動作の中にあるムダを探して、認識する。そし
て、見つけたムダを1つひとつ排除して、着実に生産性を高め
ていくことが重要なのである。

カイゼンすべき点は身近にある
大げさに考える必要はない

 「いつも使うペンの置き場を近付けて、より取りやすくする。
これも立派なカイゼンです。生産性向上というと難しく聞こえ

トヨタ生産方式といえば、「カイゼン」を思い浮かべる人も多いのではないだろうか。製造業だけでなく、多く
の企業で取り入れられているほか、「kaizen」として海外でも広く認知されている。実際にカイゼンに取り組む
にあたって、どんな点がポイントとなるのか。今回もトヨタ自動車出身の経営コンサルタント・山田孝先生の監修
のもと、カイゼン点の見つけ方や、カイゼンの進め方について解説する。

1.

2.

カイゼン点の見つけ方・カイゼンの進め方第7回テーマ

多業種に学ぶ経営改善
～トヨタから学ぶ～

カイゼンは企業のためではなく
個人個人の作業者のために行う

　製造現場の共通語として、世界中に広く普及している「カイゼ
ン」。トヨタのカイゼンの歴史は、トヨタの社祖である豊田佐吉氏
が、苦労して機織りをしている母親の姿を見て、自動の機織り機
を開発したことに始まる。つまり、カイゼンとは“作業を軽減する
ために行うもの”なのである。労働環境によっては「忙しくてカイ
ゼンを行う暇もない」というケースもあるかもしれないが、忙しく
て苦しいからこそカイゼンをする価値があると言えるのだ。
　山田先生は「今、苦しんでいることをそのままにしておくと、
その人はずっと苦しみ続けることになります。カイゼンという
と生産性を向上させて利益を高めるというような企業のメ
リットばかりがクローズアップされがちですが、実は作業者の
苦しみを取り除き、作業を楽にするという側面があるのです」
と説明する。

無駄を徹底的に排除して
付加価値を生む「仕事」に専念

　カイゼンとは「徹底してムダを排除し、生産性を高めること」と
いうこともできる。ここでの“ムダ”とは、付加価値を生まないも

山田リーン経営オフィス

山田  孝 先生

［監修］

多くの企業が日々取り組んでいる経営改善。
その方法は、業種を問わず共通することも多い。
どのような取り組みが行われているのか紹介しよう。

図-1　 ムダの認識

▶ 改善とは、徹底してムダを排除し、生産性を高めること！
▶ ムダは、｢原価だけを高める生産の諸要素｣、「付加価値を高めないもの」！
▶ 仕事とムダを見分ける能力が重要！ 

作業をしていく上で
何ら必要でないもの

・ 手待ち
・ 不良品の手直し 等

付加価値を高める作業

・ 部品を組み付ける
・ 部品を溶接する 等

付加価値はないが、
今の作業条件下では
やらなければならないもの

・ 部品を取りに行く
・ 部品の包装を取る 等

正
味
作
業

付

帯

付
随作

・
業

ム ダ
人の
動き

作

業ムダの顕在化
ムダと思うか？

図-2　 働き（仕事）と動き（ムダ）

作業のやり方が悪い現場は、働いているのではなく、
動いているだけ
＜例＞“モノを置く”，“モノを積み重ねる”，“モノを探す”といった動作

単なる動きを働きに変え
ムダをゼロに近づけ
仕事の割合を100％に近づける

｢仕事｣＝「工程を進ませること」で、
 品物の付加価値を高めること
＜例＞ 部品を“組み付けたり，溶接したり，削ったり”すること

真の効率向上
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株式会社クボタを経て、1990年にトヨタ自動
車株式会社に入社。FA開発部（後にFAシス
テム部に改名）に配属。1996年、無人物流シ
ステム部（後に物流エンジニアリング部に改
名）に異動。2000年、L&F企画部に異動。
L&F事業の株式会社豊田自動織機移管によ
り2001年から出向。2003年に、トヨタ自動
車株式会社FC生技部企画グループに異動
し、開発企画・管理と原価企画・管理を中心に
担当。2006年から中部産業連盟に出向し、

多分野で多数の改善を担当。2015年3月から現職。中部産業連盟の委嘱コン
サルタント、ジェネックス・パートナーズのシニアエキスパートを兼務する。

［PROFILE］

山田  孝 先生
山田リーン経営オフィス代表

るかもしれませんが、ムダな動きを見つけて、それをなくしてい
くだけでいいのです」（山田先生）
　毎日の作業は細かな作業の積み重ねである。その中には見
過ごしがちなムダがいたるところに潜んでいる。トヨタ生産方
式を体系化した、元 ・ 副社長の大野耐一氏は「コンマ1秒も手待
ちは手待ち」と言う。例えば、スイッチを押す一瞬はわずかコン
マ数秒に過ぎないかも知れないが、毎回そこで手を止めている
とその積み重ねが大きな時間のムダとなっていくのだ。
　では、具体的にどのようにムダを見つければよいのか。ポ
イントになるのは“作業を細かく観察すること”である。足を見
る、手を見る、視線を見る。そして、ムダな歩行があれば、部品
棚や設備の配置を見直す。片手で行っている作業があれば、
両手を活用する。作業スペースに不要な工具や部品があれ
ば、整理整頓を徹底する。ムダな動作をすれば、それだけ時間
がかかるという結果に表れる。トヨタにはこのことを表現する
「時間は動作の影でしかない」という言葉がある（図-3）。
　一方、カイゼンしてムダを省くというと「ムダも必要だ」とい
う意見が出てくることがある。また、ムダを省くと、窮屈にな
る、自由がなくなると思い込んでいる人も少なくない。これは
“ムダ”と“余裕”をはき違えているのである。現場のムダを省
いていけば、そこに余裕が生まれる。工場で言えば“余力”とい
うことになるが、人員面、設備面のムダを省いていけば、余力
が生まれて、増産に対応できたり、次なるカイゼンにつながっ
たりする。したがって、ムダを省くことは大切だが、余裕まで省

いてはいけないのである。

カイゼンとは変えること
何もしないのが最も良くない

　カイゼンは、当然ながら、うまくいかないこともある。大野耐一
氏は「カイゼンとは変えることなり」と言う。カイゼンは現状を否定
すること、変えることであり、何もしないことが最も良くないのだ。

　結果として良くなるか、悪くなるかは、実行してみなければわ
からない。もし悪くなったら、原因を考えて、また変える。良くなっ
たら、さらに良くなるように、また変える。大切なのは、“変える”
ことなのである。
 「カイゼンでは、決して失敗を許しているわけではありません
が、失敗したらきちんと反省して、失敗した理由を考える。そし
て、成功した場合も同様に、成功した理由を考える。変えなけれ
ば失敗も成功もしないのですから、どちらの場合もそれを認める
ということが大切です」（山田先生）

カイゼンが成功するか否かは
経営トップの姿勢次第

　カイゼンは、トヨタの社風、文化として根付いている。上司や
先輩からの指導だけでなく、一定期間ごとにカイゼンの結果を
報告する、優れたカイゼンにはインセンティブを支給するといっ
た仕組みも設けられ、トヨタの社員はカイゼンに取り組むことが
当たり前とされているのだ。
　こうしたカイゼンへの意識を組織に根付かせるためにはどう
すればよいのか。
　どのような意見も全体の半数を超えれば、“正しい”と評価さ
れる。最初は一部の取り組みであっても、徐々に取り組む人が増
えていき、多数派となれば全体にカイゼンが広まっていくのであ
る。「トヨタでは、最初に大野耐一さんが1人でカイゼンに取り組
み始めました。当時はかなり周りから抵抗されたそうですが、課
から部、部門全体へとカイゼンを広めていき、ついにはトヨタの
文化になったのです」（山田先生）
　カイゼンが文化として根付く過程でポイントとなるのは、経営
トップのサポートである。社員がカイゼンに取り組もうとしても、
社長や生産管理を統括する役員といったトップ層からのサポー
トがなければ、周囲の理解が得られず、モチベーションの維持も
難しくなる。
 「私の経験上、カイゼンに成功した会社は、すべてトップ層がプ
ロジェクトに参加しています。カイゼンの成否は、トップの姿勢
にかかっていると言っても過言ではないでしょう」（山田先生）

4.

5.

図-3　 カイゼンの着眼点と進め方

作業改善の着眼点 作業を細かく観察する

“時間は動作の影でしかない”

・足を見よ
・手を見よ（動きの大きさ、手待ち、終わり際）
・視線を見よ

作業改善の進め方
・歩行の短縮  部品棚配置、設備の配置
・作業手順組み合わせの変更 空動きをなくす、手待ちをなくす
・作業動作の改善  両手使い、起動ボタンの位置
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教育にかかる時間は、勉強会や手順書整理、対面で教育を行っている
時間だけではありません。教育担当者は事前に資料を用意したり、手
順をおさらいしたり、後片付けをするなど、教える時間の前後に多くの

時間を費やしています。OPERA-Noteを活
用することで、教育関連時間の20～30％を
削減することができます。創出された時間で
看護師は本来業務に注力できるようになるこ
とに加え、教育の内容が充実し、安全な医療
の提供へとつながります。

内藤 慶

時間の創出と教育環境の充実が
安全な医療へとつながります

Product NProduct NPr ews

課題 1 文章だけの手順書ではわかりにくい

「OPERA-Note（OPENO）」は、教育環境の充実と医療安全の向上に貢
献する手術室支援ツールです。OPENOを使うと手術手順書をタブレッ
トやスマートフォンから確認できるようになります。魅力の1つは、手術
室のさまざまな課題解決に役立つ動画機能です。特に動画を共有・管
理したり、手順書とリンクできる機能は高い評価をいただいています。
手術手順書や教育の課題をどのように解決できるのか紹介します。

  解説   営業管理部 オペラマスター推進チーム　内藤 慶

手術室の学びに貢献する
OPERA-Noteの動画機能

手術室支援ツール「OPERA-Note」

年間導入費用
216万円

（40台の場合）

改善時間効果 468万円
1,560h×3,000円※

教育を受ける環境改善

指導内容の標準化

動画教育による効率

時間外教育時間

時間内教育時間 いつでも効率よく学ぶ

1,560h削減
（7,800hの20%削減）
HOGY調べ平均値より

費用対効果

課題 2 教育担当者によって教え方が異なる

例えば、文章で「右側を持って手前に引きます」
と書かれていても、「どっちから見て右？」「手前は
どっち？」と迷うことがあります。動画なら、迷うこ
となく理解がスムーズになります。

　解決   動画なら何をするか一目瞭然

同じ手術手順でも教育担当者によって習熟度が
異なり、教え方が異なることがあります。共通の手
順書、動画を用いることで、教育の標準化を図るこ
とができます。

　解決   全員が同じ動画を見て学べる

課題 3 勉強会が効率よく行えない 課題 4 コロナ禍で大人数が集まりにくい

勉強会は担当者の事前準備や連絡、不参加者への
共有が大変です。動画を活用すれば何度も繰り返
し見ることができ、教育担当者の負担軽減にもつ
ながります。

　解決  一度動画を用意すれば何度も見られる

時短勤務などのさまざまな働き方、そしてコロナ
禍でもあることから、人が集まる勉強会を行うこと
が難しくなっています。そのため、各自で手順書や
動画を共有することはより一層有効です。

　解決   各自で手順書や動画を見て学べる

※看護師1時間あたりの給与。年間給与を年間標準
作業時間で割り返し算出。 
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OPERA-Noteの手順書閲覧画面の例

OPERA-Note の
使用イメージを

動画で確認できます！

OPERA-Noteの手順書閲覧画面は動画や写真がどのように配置されているのか、
そのほかの特徴と合わせて紹介します。（画面は一例です）

シーンごとにやるべきことがわかるPOINT

時間軸に沿って手順ごとにやるべきことが記されてい
ます。使用器械や材料、器械出し看護師と外回り看護
師は何をするのか、必要な情報を画像や動画、PDF等
と共にまとめられます。

紙の手順書では「別紙参照」と記されていても、その別
紙を探すのに手間がかかります。OPERA-Noteでは、
関連情報をリンクさせることができるので、必要な情報
に容易にたどりつくことができます。

「明日の手術の手順を少し確認しておきたい」というと
きに、担当者に聞くのは気が引けるということもありま
す。OPERA-Noteなら必要な部分だけをいつでも素早
く確認することができます。

紙の手順書では複数のバージョ
ンがあって、どれが最新のもの
かわからないことがあります。
OPERA-Noteには、執刀医から
の指示や、追加の情報などを残
せる付箋機能があるので、常に
最新の情報を確認できます。

部屋準備
マニュアル

ピッキングリスト

関連情報がリンクされているPOINT

付箋機能で
最新の情報を確認POINT

知りたい部分だけ確認できるPOINT
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ホギメディカル社では、プレミアムキットの製造工場である筑波工場と本社ショールーム、
そしてセミナー会場をネットワークで結んだWEB工場見学を開催中です。全国どこからで
も、製造工程や製品の使い勝手を確認することができます。製品が安全な体制で製造され
ていることをお伝えし、安心して利用していただくことが目的です。部材の安全な使い方や
メリット、不織布の基礎知識を解説する場もあるので、勉強会としても活用できます。

製品の安心・安全な
利用のために
WEB工場見学を開催中

HOGYからのInformation

ロボットの自動生産による安全な生産工程を
WEBで見学します。
工場のリアルタイムの状況を確認できます。

安全な製造工程を
リアルタイムに見学

「キープット」や「スーチャーブーツ」など
医療安全に貢献する部材を紹介します。
使い方を実演して分かりやすく解説します。

医療安全に貢献する
部材の使い方を解説

写真3点：手術室認定看護師教育セミナーの補修講義での様子

新しい考え方での器械展開の方法を
実演しながら解説します。
より短時間で効率的な展開が可能になります。

プレミアムキットの
効率的な器械展開を実演

『OPERA Times vol.11』後半号は夏頃発行予定
『OPERA Times vol.11』の後半号では、最新の手術デバイスや事務と看護師
が一体となった手術室運営、器械出し看護のあり方など、充実のラインナップで
お届けします。

製品サンプルおよび工場見学を
ご希望の方は、こちらからお願い
いたします。
工場見学希望の方は

”

自由記入
欄”に希望の旨をご記載いただき
ますと、担当営業員より別途ご
案内いたします。




