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１．はじめに 

 

（１）終息の気配が見えない今回の世界のコロナ禍 

 

2019 年 12 月に中国・武漢で発生した新型コロナウイルスは世界中に蔓延し、

今年 3月には WHO によってパンデミック宣言が出された。 

 

その後、新型コロナによる感染者数・死亡者数は世界各国で増え続け、2020

年 9 月末には、世界全体累計の感染者数は 3,300 万人、死亡者数は 100 万人をそ

れぞれ突破したが、その増加ペースは依然として衰えず、未だに終息の兆しさえ

見えない。 

 

【図表 1】新型コロナウイルス国別感染者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：外務省資料 

 

（２）わが国でも「ウィズコロナの時代」が今後 1～3年は続く 

 

わが国でも、3 月から急拡大した新型コロナの第一波は、政府による 4月の緊

急事態宣言発令で、人々の活動を半強制的に抑え込むことによってピークアウト

し下火となったが、緊急事態宣言解除後、6月からその第二波が第一波に倍する

規模で発生した。 

 

急拡大した第二波は 8月になってやっとピークアウトし下火となった。 
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【図表 2】国内における新型コロナウイルス感染者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：厚生労働省資料 

 

今回の第二波のピークアウト・下火化が、政府が再度緊急事態宣言を発令する

ことなく、逆に GoTo キャンペーンで人々に活動を促す中で起きたことから、「こ

の結果は日本人の集団免疫獲得によるものであり、日本における新型コロナ禍は

年内に終息する」との説もある。 

 

しかし、現時点ではそれはまだ希望的観測であり、「わが国でも今後更に第三

波、第四波の襲来がほぼ確実にあり、そのワクチンや抜本的な治療法等が開発・

普及して普通のウイルス化するまであと 1～3 年を要する」と見るのが一般的で

ある。 

 

したがって、今後とも、警戒感を持ってこの新型コロナと付き合わなければな

らない「ウィズコロナの時代」があと 1～3年は続くと覚悟せざるを得ない。 

 

ついては今後、そうした「ウィズコロナの時

代」を乗り切っていくために病院経営はどうあ

るべきか、その対策は何かにつき、以下、その

考察を述べたい。 
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２．今回のコロナ禍が病院経営に与えた影響 

 

下記図表 3 は、9 月 10 日に公表された日本病院会、全日本病院協会、日本医

療法人協会の病院 3団体に加盟する全 4,496 病院中、対象病院として 222 病院を

抽出し、うち 177 病院より得た回答（＝回答率 80％）から抜粋したものである

が、今回のコロナ禍でわが国の病院経営がいかに大きな打撃を受けたか、その程

度と推移がよく表れている。本章では、打撃となったポイントとその要因につい

てレビューする。 

 

【図表 3】今回のコロナ禍が病院経営に与えた影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：日本病院会・全日本病院協会・日本医療法人協会による 

「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（速報）：2020 年 9 月 10 日」から抜粋 

 

 

（１）緊急事態宣言発令で 4月の医業収入は 1割以上の減収 

 

4 月は、緊急事態宣言の発令で、感染リスクを恐れた患者が受診を控えたこ

と、それに連動して診療所（開業医）から病院への紹介患者数も前年同月比（以

下同じ）▲37.1％減少したこと、救急患者受入件数も▲34.9％減少したこと、手

2019年4月 2020年4月 増減率 2019年5月 2020年5月 増減率 2019年6月 2020年6月 増減率 2019年7月 2020年7月 増減率

a b b-a/a×100 a b b-a/a×100 a b b-a/a×100 a b b-a/a×100

　         　　平均病院数

入院診療収入 685 611 ▲10.8 683 563 ▲17.6 685 626 ▲8.5 721 674 ▲6.4

外来診療収入 308 274 ▲10.8 306 251 ▲18.0 301 297 ▲1.1 329 311 ▲5.4

健診・人間ドック等収入 16 8 ▲51.6 18 5 ▲69.7 21 16 ▲22.7 23 20 ▲12.7

室料差額・その他医業収入 30 26 ▲12.8 27 22 ▲17.6 30 28 ▲6.8 32 29 ▲8.7

損益 合計（A) 1,039 920 ▲11.5 1,034 841 ▲18.6 1,037 968 ▲6.6 1,104 1,035 ▲6.3

（単位： 医薬品費 189 190 0.4 169 153 ▲9.7 168 175 4.3 185 184 ▲0.6
百万円）

診療材料費 127 118 ▲7.6 115 91 ▲20.7 119 110 ▲7.2 130 122 ▲5.9

給与費 505 514 1.9 515 516 0.1 586 589 0.5 520 523 0.6

その他経費 254 258 1.5 245 236 ▲3.4 253 250 ▲1.1 255 252 ▲1.1

合計(B) 1,075 1,080 0.4 1,044 996 ▲4.6 1,125 1,124 ▲0.1 1,089 1,081 ▲0.8

医業利益 (C=A-B) ▲36 ▲160 ▲124 ▲10 ▲155 ▲145 ▲88 ▲156 ▲68 15 ▲46 ▲61

医業利益率 ％（D＝C/A×100） ▲3.5 ▲17.4 ▲13.9 ▲1.0 ▲18.4 ▲17.4 ▲8.5 ▲16.1 ▲7.6 1.4 ▲4.4 ▲5.8

入院患者延数（人） 10,786 9,259 ▲14.2 10,873 8,730 ▲19.7 10,699 9,078 ▲15.2 11,064 9,828 ▲11.2

病床利用率（％） 78.8 68.4 ▲10.4 77.4 63.1 ▲14.3 78.2 66.8 ▲11.4 77.6 69.3 ▲8.3

新入院患者数（人） 811 649 ▲20.0 807 576 ▲28.6 805 703 ▲12.7 874 758 ▲13.3

退院患者数（人） 824 680 ▲17.5 781 586 ▲25.0 815 674 ▲17.3 848 747 ▲11.9

外来患者延数（人） 17,606 13,886 ▲21.1 17,289 12,446 ▲28.0 17,159 15,506 ▲9.6 19,211 16,818 ▲12.5

諸元 初診患者数（人） 1,830 1,076 ▲41.2 1,886 1,038 ▲45.0 1,826 1,407 ▲22.9 2,017 1,584 ▲21.5

うち紹介患者数 787 495 ▲37.1 759 439 ▲42.2 806 671 ▲16.7 886 733 ▲17.3

手術室 手術件数（件） 307 255 ▲16.9 296 197 ▲33.4 308 270 ▲12.3 343 306 ▲10.8

内視鏡 検査・治療件数（件） 560 367 ▲34.5 548 290 ▲47.1 592 470 ▲20.6 622 526 ▲15.4

血管造影 検査・治療件数（件） 100 80 ▲20.0 96 67 ▲30.2 98 88 ▲10.2 100 101 1.0

救急患者受入件数（件） 997 649 ▲34.9 1,123 729 ▲35.1 965 713 ▲26.1 1,028 834 ▲18.9

うち、救急車受入件数（件） 338 266 ▲21.3 344 274 ▲20.3 333 287 ▲13.8 361 310 ▲14.1

48.6 55.9 7.3 49.8 61.4 11.6 56.5 60.8 4.3 47.1 50.5 3.4

30.4 33.5 3.1 27.5 29.0 1.5 27.7 29.4 1.7 28.5 29.6 1.1
指標

424（手術室177・内視鏡176・血管造影171） 424（手術室177・内視鏡176・血管造影171） 424（手術室177・内視鏡176・血管造影171） 424（手術室177・内視鏡176・血管造影171）

（単位：百万円）

「医薬品・医療材料」費比率（％）

給与費比率（％）

救急

外来

入院

医業費用

医業収入
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術・内視鏡の件数も▲16.9％～▲34.5％減少したことなどから、入院患者数は 

▲14.2％減少して入院収入が▲10.8％減少した。また、外来患者数も▲21.1％減

少して外来収入が▲10.8％減少し、加えて健診・人間ドック等収入も▲51.6％減

と半減したことなどから、4月の医業収入は前年同月比▲11.5％減と 1割以上の

減収となっている。 

 

これに対して、4 月の医業費用は、診療材料

費で一部下がったものの給与費等の上昇によ

り、逆に 0.4％の微増となったため、4月の利

益率は▲3.5％の赤字から▲17.4％の赤字へ、

前年同月比▲13.9％悪化している。 

 

（２）5月は更に悪化して病院収入は 2割の減収 

 

5 月は、緊急事態宣言の継続で事態は更に悪化し、4月に比べて更に主として、

診療所から病院への紹介患者数が▲37.1％減から▲42.2％減となり、手術・内視

鏡の件数も「▲16.9％～▲34.5％」減から「▲33.4％～▲47.1％」減へそれぞれ

大きく落ち込んだため、入院患者数が前年同月比▲19.7％減少して入院収入は

▲17.6％減少した。また、外来患者数が▲28.0％減少して外来収入は▲18.0％減

少し、健診・人間ドック等収入も▲69.7％減となって、5月の医業収入は▲18.6％

減と約 2割の減収となっている。 

 

これに対して、5 月の医業費用は、手術件数や

入院・外来患者数の減少で医薬品費や診療材料

費を中心に▲4.6％減少しているが、到底、医業

収入の減少には追い付かず、5 月の利益率は  

▲1.0％の赤字から▲18.4％の赤字へ、前年同月

比▲17.4％悪化している。 

 

（３）緊急事態宣言の解除で 6月の減収率は大幅に縮小 

 

6 月は、緊急事態宣言が解除されたことから、5 月に比べて、主として、診療

所から病院への紹介患者数が▲42.2％減から▲16.7％減となり、救急患者受入件

数も▲35.1％減から▲26.1％減へ、手術・内視鏡の件数も「▲33.4％～▲47.1％」

減から「▲12.3％～▲20.6％」減へ、それぞれ減少幅が縮小したため、入院患者

数は前年同月比▲15.2％減少して入院収入は▲8.5％減少となった。外来患者数

は▲11.4％減少して外来収入は▲1.1％減少にそれぞれ回復し、健診・人間ドッ

ク等収入も、5 月の▲69.7％減から 6 月は▲22.7％減まで戻ったため、6 月の医

業収入は前年同月比▲6.6％減と 5 月の▲18.6％減に比べて減収率が大幅に縮小

した。 
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これに対して、6月の医業費用は、手術件数や入院・外来患者数の減少率縮小

を反映して前年同月比▲0.1％の微減にとどまったため、6月の利益率は▲8.5％

の赤字から▲16.1％の赤字となり、前年同月比▲7.6％悪化している。 

 

（４）7月は 6月と同じ▲6％台の減収率のまま推移 

 

7 月は、6 月に比べて、主として、救急受入件数が、▲26.1％減から▲18.9％

減となり、手術・内視鏡の件数も「▲12.3％～▲20.6％」減から「▲10.8％～

▲15.4％」減へ、それぞれ減少幅が更に縮小したため、入院患者数も、▲15.2％

減から▲11.2％減へ減少幅が縮小したが、外来患者数は、6月の反動増が一段落

して、逆に▲9.6％減から▲12.5％減へ減少幅が拡大したため、入院収入は前年

同月比▲6.4％減、外来収入は▲5.4％減にそれぞれなり、加えて健診・人間ドッ

ク等収入が、6 月の▲22.7％減から 7 月は▲12.7％減まで戻ったため、7 月の医

業収入は前年同月比▲6.3％減と、6月の▲6.6％減のほぼ横這いにとどまった。 

 

これに対して、7 月の医業費用は、診療材料費減等で▲0.8％の微減にとどま

ったため、7月の利益率は「＋1.4％」の黒字から「▲4.4％」の赤字へ、前年同

月比▲5.8％悪化している。 

 

（５）「2020 年 4 月～7月」の病院経営に今回のコロナ禍が与えた影響の「まとめ」 

 

病院経営は平常時でも医業利益はトントン又は数パーセントの赤字である。そ

れが、今回のコロナ禍発生に伴い医業収入が、緊急事態宣言が発令された 4月は

▲11.5％、5 月は▲18.6％と、それぞれ落ち込んでいる。緊急事態宣言が解除さ

れた 6月は▲6.6％、7月は▲6.3％とその減収率は縮小したが、まだ元の水準に

戻っていない。 

 

それに対して、医業費用は、元々、給与費比率（＝給与費の医業収入に占める

割合）の 50％～55％に示されるように固定費（給与費＋減価償却費＋経費）比

率が高いため、医業収入の落ち込みを医薬品費や診療材料費等の変動費減少でカ

バーできず、元々低かった医業利益率は、医業収入の減少率に連動して低下し、

4 月は▲17.4％、5 月は▲18.4％、6 月は▲16.1％までそれぞれ赤字が悪化し、

黒字だった 7 月も▲4.4％の赤字に転落している。 

 

このように、今回のコロナ禍は、病院経営に

大幅な減収による著しい損益の悪化をもたらし

た。これをそのまま放置すれば、病院は早晩、

経営が成り立たなくなって、地域医療そのもの

が崩壊する。そう強く危惧した厚生労働省によ

って、今年度補正予算の成立を受けて、医療機
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関向けに「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」として緊急的な助成措

置が講じられたが、それにはこうした数字的な裏付けが背景にある。 

 

（６）病院に減収をもたらした 2つの要因 

 

また上記「まとめ」からは、「4 月～5 月は緊急事態宣言の発令によって病院

の医業収入は前年同月比▲18.6％のマイナスまで落ち込んだ。緊急事態宣言が解

除された 6月以降その落ち込み幅は縮小したが、7月でもまだ前年同月比▲6.3％

のマイナスが続いている」という事実が導き出せる。 

 

この事実は、「4 月～7 月の病院の減収には、①『政府の緊急事態宣言発令に

よって、病院での医療ニーズが半強制的に抑制された結果、起きた減収』と、②

『今回のコロナ禍に接して、人々が今年 2月以前のような不要不急で過剰な、い

わば「無駄な医療」「無駄な病院通い」をやめるようになった結果、起きた減収』

の 2つの要因があること」と「前者は緊急事態宣言の解除で 6月以降元に戻った

が、後者は 7月も戻っていないこと」を意味している。そして、後者の要因によ

る減収は、その性格上、「今後とも、少なくともウィズコロナの時代は元に戻ら

ない」と考えるのが自然である。 

 

【図表 4】2020 年 4月～7月の病院収入の要因別モデル減収率 

    (単位：％)

No 減収要因 4 月 5 月 6 月 7 月 

1 人々が無駄な病院通いをやめたことによるもの ▲6.3 ▲6.3 ▲6.3 ▲6.3 

2 政府による緊急事態宣言発令で半強制的に抑制されたもの ▲5.2 ▲12.3 ▲0.3 0 

  合計 ▲11.5 ▲18.6 ▲6.6 ▲6.3 

 

 

３．ウィズコロナの時代に起きてくるもの 

 

（１）病院収入のコンスタントな減少と病院間の競争の激化 

 

「人々が無駄な病院通いをやめるようになった結果、起きた減収は、今後とも

元に戻らない」ということは、「ウィズコロナの時代にあっては、病院業界全体

から 6％程度の医業収入がコンスタントに失われる」ということになる。先に述

べたように、平常時でも病院業界は利益率が低いため、この 6％程度の減収が続

けば病院経営は一層厳しいものとなる。 

 

しかし、「無駄な病院通いをやめるようになったことで起きた医療ニーズの減
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少」は、「政府の緊急事態宣言によって半強制的に発生した医療ニーズの減少」

とは異なって、人々の行動の変化の結果起きたことであるから、その責任の所在

は政府に無く、また無駄な医療をやめることはわが国の国民医療・国民経済的に

望ましいことでもあるから、先の厚生労働省による緊急的な助成措置のように、

その補填を政府に求めることはできないし、また求めるべきでもない。 

 

また、病院業界全体の医療ニーズが減少しても、その医療サービスの競争力を

高めてその相対的なシェアを高めれば個々の病院は生き残ることができる。した

がって今後、生き残りのための病院間の競争が激化していくことになる。 

 

（２）今後補助金は公的病院向けを含めて削減されていく 

 

今回のコロナ禍に伴う大規模な財政出動で、わが国の国家財政はますますその

破綻の度を深めつつある。したがって、財政支出の多くを占める医療社会保障費

の今後の抑制・削減は待った無しであり、早晩、実施されていくことになる。 

 

具体的には、今回、厚生労働省によって実施された医療機関向けの助成措置は

あくまで緊急避難的な一時措置であって今後は無くなり、また公的病院向けの補

助金も今後漸減していくことになる。 

 

（３）地域医療構想の進展で一般急性期病床の削減が進む 

 

今回のコロナ対策に遅れを取った反省から、今後、ウイルス感染症対策は強化

され、感染症特別病院・病床や ICU 等の高度急性期機能病床の整備は進められて

いく。しかし、それ以外の一般急性期病床を取り巻く状況はコロナ以前と変わら

ない。 

 

少子高齢化の進展で、地域医療構想の中で示された「一般急性期病床の過剰」

は、地方を中心に、今、現実のものとなりつつある。その地域医療構想を実現す

る責任と権限は、各都道府県知事にあるが、今回のコロナ禍で、都道府県毎にそ

の具体的な対策と進捗管理が各知事主体に実施されたことは、2025（令和 7）年

度を目標年度とする地域医療構想を進める上で格好のリハーサルとなった。 

 

したがって、先に述べた医療社会保障費削減の見地からも、今後、一般急性期

病床の削減が、都道府県知事主体に精力的に進められていく。そのため、感染症

病院以外の一般病院は、一般急性期病床削減と病床機能転換が求められることに

なり、先に述べた医療ニーズ全体の減少に伴う生き残り競争の激化もあって、病

院淘汰が今後一気に進むことになる。 
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４．ウィズコロナの時代の病院経営 

 

（１）病院経営として本来やるべきこと 

 

ウィズコロナの時代は本格的な病院淘汰の時代になるが、それでもやるべきこ

とは、これまでと大きく変わらない。「病院経営として本来やるべきこと」を、

「ウィズコロナの時代に合わせて追加・アレンジすること」も含めて、淡々と実

施していけば良いだけのことである。 

 

ただ、これからはその実施が必須となるため、実施できた病院は生き残り、そ

うでない病院は淘汰されていくことになる。 

 

【図表 5】病院経営として本来やるべきこと 

項 目 内  容 「ウィズコロナの時代」用に追加・アレンジすること

1. 病 院 全 体 の 

経営・運用力の

強化 

(1)「病院における意思決定・周知徹底の仕組み」を

整備する 

 

(2)職員に経営情報を公開し、病院経営に巻き込む 

(3)広報を強化する 

(4)職員教育、特に事務職の教育を行う 

(5)職員採用環境・体制を整備し、特に医師確保を図る

(6)医療職の抱えている雑務を委託等に業務移管して

診療報酬業務に専念させる 

(7)事務局等に必要な人材が不足している場合は

アウトソーシングで確保する 

2.病床機能再編

の実施 

(1)全退院患者 DPC 分析による患者構成及び地域に

おける病院の立ち位置から、その病院として最も

適切な病床規模、病床機能を選択・再編する 

 

3.個別増収対策

の実施 

(1)集患のための営業を実施する (1)Webオンラインシステムを活用した集患営業の実施

(2)外来・入院・救急・手術の受入体制を整備する (1)コロナ患者（含む疑惑患者）用と一般患者用を明確

に区分し、前者は万全なコロナ対策を講じる (3)ベッドコントロール体制を整備して病床の稼働率

を上げ回転率を高める 

4. 個 別 コ ス ト 

削 減 対 策 の 

実施 

(1)業者間の競争を促進することで薬剤購入費を引き

下げる 

(1)ウィズコロナ時代に対応した新しいコスト削減

対策を実施する 

(ユーティリティ・薬剤・材料・院内給食・保険等）(2)権限を委譲した一括調達方式による購買委託で

材料購入費を引き下げる 

(3)徹底的な競争入札を実施して委託費を引き下げる 

(4)その他 

5.患者サービス

の向上 

(1)職員への徹底的な接遇教育の実施 (1)オンライン診療の推進 

(2)患者目線に立った病院サービスの改善 (2)ウイルス暴露時間短縮のための外来・検査等の待ち

時間短縮 

6.業務の効率化  (1)モニタリング等による業務効率化推進 
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（２）病院全体の経営・運用力の強化 

 

「病院経営として本来やるべきこと」の第一は、「病院全体の経営・運用力の

強化」であり、個々の対策を講じる以前の問題として、病院全体の体制を整備し

ておく必要がある。 

 

具体的には、 

① 病院における意思決定・周知徹底の仕組みを整備すること  

② 職員に経営情報を公開し、病院経営に巻き込むこと 

③ 広報を強化すること 

④ 職員教育、特に事務職の教育を行うこと 

⑤ 職員採用環境・体制を整備し、特に医師確保を

図ること 

⑥ 医療職の抱えている雑務を委託等に業務移管

して診療報酬業務に専念させること 

⑦ 事務局等に必要な人材が不足している場合は

アウトソーシングで確保すること 

である。 

 

（３）病床機能再編の実施 

 

「病院経営として本来やるべきこと」の第二は、「病床機能再編の実施」であ

る。今後、地域医療構想の進展で、個々の病院の病床規模の適正化、病床機能の

再編は避けて通れなくなるのでそれに先手を打っていくことである。 

 

具体的には、全退院患者の徹底的な DPC 分析を実施して、そこで明確になった

病院の患者構成や地域における病院の立ち位置から、その病院としての最適な病

床規模、病床機能を選択することである。 

 

（４）個別増収対策の実施 

 

「病院経営として本来やるべきこと」の第三は、「個別増収対策の実施」である。 

 

 具体的には、 

① Web オンラインシステムを活用して集患のための営業を実施すること 

② 外来・入院・救急・手術の受入体制を整備すること 

特にコロナ患者（含む疑惑患者）用と一般患者用を明確に区分し、前者は万

全なコロナ対策を講じること 

③ ベッドコントロール体制を整備して病床の稼働率を上げ回転率を高めること 

である。 



  

11 Healthcare note No.20-11  
 

特にこれからの生き残り競争の時代にあっては、病院にとっても「集患営業」

が不可欠となるが、感染リスクの残るウィズコロナの時代においては、従来の対

面方式での営業活動は困難になる。 

 

そこで産業界では既に先行実施しているが、今後は病院でも、双方向 Web オン

ラインシステムを使ったテレビ会議形式で、医療機関へのコンタクト、研修会や

症例検討会の開催、情報交換会等を実施するようにして「集患営業」の実を上げ

るように持っていくべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）個別コスト削減対策の実施 

 

「病院経営として本来やるべきこと」の第四は、「個別コスト削減対策の実施」

である。 

 

具体的には、 

① 業者間の競争を促進することで薬剤購入費を引き下げること 

② 権限を委譲した一括調達方式による購買委託で材料購入費を引き下げること 

③ 徹底的な競争入札の実施で委託費を引き下げること 

④ ウィズコロナの時代に対応した新しいコスト削

減対策を実施していくこと（ユーティリティ、薬

剤、材料、院内給食、保険等） 

である。 

 

（６）患者サービスの向上 

 

「病院経営として本来やるべきこと」の第五は、「患者サービスの向上」である。 

 

具体的には、 

① 職員へ徹底的な接遇教育を実施すること 

② 患者目線に立った病院サービスの改善を図ること 

であり、特に②では 

オンライン化 



 

 Healthcare note No.20-11 12
 

③ オンライン診療の推進 

④ ウイルス暴露時間短縮のための外来・検査等の待ち時間を短縮すること 

が必要である。 

 

今の日本で、サービスを受ける側ではなく、サービスをする側の都合と論理で

サービスを提供しているのは、役所と病院ぐらいではないか。 

 

医師等職員の教育が進んだため、今は以前より改善されている。それでもなお、

病院によっては、多くの病院のサービスは世間一般の常識とは乖離していて、そ

れは特に、外来・検査・会計の待ち時間の長さに表れている。 

 

しかし、ウィズコロナの時代にあっては、2時間も 3時間も病院で待たされる

ことは、その分だけ患者は感染リスクに、大げさに言えば命の危険にさらされる。 

そこでこの際、病院は患者の感染リスク軽減

のため、外来・検査・会計の待ち時間の抜本

的な短縮を実施すべきである。そのためには

病院の都合を排して患者目線での抜本的な

運用の変更を行えばよく、そのことは結果と

して、その病院が患者から選ばれる病院にな

り、その生き残りにつながる。 

 

（７）業務の効率化 

 

「病院経営として本来やるべきこと」の第六は、「業務の効率化」であり、具

体的には、BPR やモニタリング等を使って業務の効率化を推進していくことであ

る。 

 

 

５．終わりに 

 

ウィズコロナの時代は本格的な病院淘汰の時代

となり、病院にとって厳しい時代となる。 

 

この時代を生き残るには、①「病院経営として本来やるべきこと」を、②「ウ

ィズコロナの時代に合わせて追加・アレンジすること」も含めて実施し、③これ

まで「病院の常識イコール世間の非常識」だった病院サービスを「病院の常識イ

コール世間の常識」に持っていくことによって、抜本的な患者サービスの向上を

実現することが必要である。 
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しかしながら、それが実現できれば、生き残った病院は、経営の効率化とサー

ビスの両面で他産業に見劣りのしない病院に生まれ変わることになり、ウィズコ

ロナの時代に続く新しい時代での新しい可能性を切り開くことができるように

なる。 
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執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法 編集主幹　市川 剛志　
　～事業再生ＡＤＲの適応性について～ 執筆　センチュリー法律事務所

　　　　弁護士　住田　昌弘　　　

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。

 18.01.29 18-01 認知症にやさしい図書館に向けて 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 「超高齢社会と図書館研究会」の実践 ～ 寄稿 筑波大学 図書館情報メディア系 
        知的コミュニティ基盤研究センター 

        教授 呑海 沙織 

 18.02.26 18-02 フレイル予防を基盤とする健康長寿のまちづくり 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 東京大学 
        高齢社会総合研究機構 
        教授 飯島 勝矢 

 18.03.27 18-03 山形県酒田市における地域医療連携推進法人 編集主幹 市川 剛志 
   「日本海ヘルスケアネット」 寄稿 地方独立行政法人 
        山形県・酒田市病院機構 
        理事長 栗谷 義樹 

 18.04.16 18-04 平成30年度介護報酬改定の意味するもの 編集主幹 市川 剛志 
   介護－医療の連携から 寄稿 社会医療法人愛仁会 
        高槻地区事業統括部長 
        坪 茂典 

 18.05.21 18-05 ヘルスケア産業に押し寄せるデジタル化の波 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 株式会社野村総合研究所 
        コンサルティング事業本部 
        グローバル製造業コンサルティング部 
        ヘルスケア産業グループ グループマネージャー 
        田口 健太 

 18.06.18 18-06 限られた資源を有効活用する 編集主幹 市川 剛志 
   地域医療連携体制の構築と現状の把握 寄稿 慶應義塾大学医学部 
        医療政策・管理学教室 
        助教 高橋 新 
        教授 宮田 裕章 

 18.07.17 18-07 透析医療と取り巻く環境変化と今後の展望 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー 
        プロダクト・ソリューション部 
        課長 門脇 康通 

 18.08.20 18-08 福祉業界に新しい価値を生み出す 編集主幹 市川 剛志 
   エムダブルエス日高のイノベーション 寄稿 株式会社エムダブルエス日高 
        代表取締役社長 北嶋 史誉 

 18.09.18 18-09 介護記録の電子化 編集主幹 市川 剛志 
    〜 失敗しないためにすべきこと 〜 寄稿 社会福祉法人福智会 
        特別顧問 吉岡 由宇 

 18.10.31 18-10 アジア健康構想｢日越ヘルスケアブリッジ｣への事業提案 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 外国人技能実習制度を活用した取組み ～ 寄稿 社会医療法人愛仁会 
        事務部長 山村 智和 

 18.11.26 18-11 自滅する介護と笑顔で成長する介護 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 一般社団法人こうしゅくゼロ推進協議会 副代表 
        スマイルストーン合同会社 代表 
        石橋 弘人 

 18.12.21 18-12 近森病院精神科部門の再編成について 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 社会医療法人近森会 
        理事長 近森 正幸 
        近森病院総合心療センター 
        副看護部長 武田 直子 
        同 デイケア （メンタル・パティオ） 
        室長 川渕 忠義 

        訪問看護ステーションラポールちかもり 
        所長 杉村 多代 
        社会福祉法人 ファミーユ高知 
        高知ハビリテーリングセンター 
        センター長 西岡 由江 
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発行日 No. タイトル 執筆者

09. 9.25 09-24 （寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　医療事業部
　　　　税理士　高橋　琴代　　　　

09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法 編集主幹　市川 剛志　
　～事業再生ＡＤＲの適応性について～ 執筆　センチュリー法律事務所

　　　　弁護士　住田　昌弘　　　

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。

 19.01.28 19-01 「医療・福祉分野における外国人雇用のあるべき姿」 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 事業者連携による協働体制の構築 ～ 寄稿 株式会社メディカルシステムサービス 
        メディカルシステムサービス事業開発部 次長 

        一般社団法人ワムタウン推進本部 理事 
        福原 亮 

 19.02.25 19-02 近未来社会における医療安全管理システムの提案 編集主幹 市川 剛志 
   Society5.0実現に向けた AXR の応用 寄稿 東京大学大学院 
        医学系研究科 
        教授 小山 博史 

 19.03.18 19-03 「粧（よそお）う」ことからフレイル予防を考える 編集主幹 市川 剛志 
    ～ フレイルの入り口を抑える化粧療法 ～ 寄稿 資生堂ジャパン株式会社 
        美容戦略部 
        ライフクオリティー推進グループ マネージャー 
        医学博士 介護福祉士 
        池山 和幸 

 19.04.15 19-04 「出資持分承継について」 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 新認定医療法人制度の移行期限迫る ～ 寄稿 税理士法人 山田＆パートナーズ 医療事業部 
        山本 竜也 

 19.05.20 19-05 飯塚病院における新看護提供方式 編集主幹 市川 剛志 
    ～ セル看護提供方式Ⓡの実際とその効果 ～ 寄稿 株式会社麻生 飯塚病院 
        副院長兼看護部長 
        森山 由香 

 19.06.24 19-06 認知症における音楽療法とその効果 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 一般社団法人臨床音楽協会 代表理事 
        メディカルクリニック柿の木坂 院長 
        東京女子医科大学 名誉教授 
        岩田 誠 
        独立行政法人国立病院機構 
        京都医療センター・宇多野病院 音楽療法士 
        京都認知症総合センター 音楽療法士 
        一般社団法人臨床音楽協会 理事 
        飯塚 三枝子 
        株式会社フェイス グループ戦略推進本部 
        音楽医療事業 リーダー 
        中務 佐知子 

 19.07.22 19-07 痛みの可視化 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 株式会社浜松ファーマリサーチ 
        受託試験部 医学博士 

        夏目 貴弘 

 19.08.19 19-08 患者・医師・病院、三方良しの遠隔 ICU 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 株式会社 T-ICU 代表取締役社長 
        聖マリアンナ医科大学 救急医学教室 非常勤講師

        東京女子医科大学 集中治療科 非常勤講師 
        中西 智之 
        集中治療専門医 救急科専門医 麻酔科専門医 

 19.09.17 19-09 セントラルキッチン導入による効果と課題 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 一般社団法人みやぎ保健企画 

        セントラルキッチン事業部 統括責任者 
        松本 まりこ 

 19.10.28 19-10 地域医療連携推進法人日光ヘルスケアネット 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 栃木県知事 福田 富一 
        栃木県医師会長 太田 照男 
        地域医療連携推進法人 日光ヘルスケアネット 

        代表理事 上中 哲也 （日光市副市長） 

 19.11.25 19-11 「医療・福祉分野における外国人雇用のあるべき姿 ２」 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 外国人材の定着化に向けた具体的な取り組み ～ 寄稿 一般社団法人ワムタウン推進本部 理事 
        株式会社メディカルシステムサービス 
        事業開発部 次長 
        福原 亮 

 19.12.23 19-12 自宅でできる！ 編集主幹 市川 剛志 
   オンライン管理型心臓リハビリテーションシステム｢リモハブ｣ 寄稿 株式会社リモハブ 
        代表取締役 CEO 
        谷口 達典 
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発行日 No. タイトル 執筆者

09. 9.25 09-24 （寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　医療事業部
　　　　税理士　高橋　琴代　　　　

09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法 編集主幹　市川 剛志　
　～事業再生ＡＤＲの適応性について～ 執筆　センチュリー法律事務所

　　　　弁護士　住田　昌弘　　　

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。

 20.01.27 20-01 地域ニーズを見据えた介護事業戦略 編集主幹 市川 剛志 
   「全世代型」の社会保障アプローチへの転換 寄稿 富田ケアセンター有限会社 
        代表取締役社長 
        山中 祥吉 

 20.02.25 20-02 ＰＸを用いた患者中心の医療サービス評価 編集主幹 市川 剛志 
   日本および海外における潮流とその背景 寄稿 株式会社スーペリア 代表取締役 
        一般社団法人日本ペイシェント・ 
        エクスペリエンス研究会 代表理事 
        曽我 香織 
        東海大学医学部 血液･腫瘍内科 教授 
        東海大学総合医学研究所 所長 
        一般社団法人日本ペイシェント・ 
        エクスペリエンス研究会 理事 
        安藤 潔 

 20.03.23 20-03 「あをに工房」による要介護高齢者就労の実態と可能性 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 株式会社リールステージ 代表取締役社長 
        あをに工房合同会社 代表社員 
        中山 久雄 

 20.04.20 20-04 医療ツーリズムと医療の国際化 編集主幹 市川 剛志 
   この10年の変遷から今後を占う 寄稿 中央大学大学院 戦略経営研究科 教授 
        多摩大学大学院 特任教授 
        真野 俊樹 

 20.05.25 20-05 新たな病院建築・運営に挑む 編集主幹 市川 剛志 
   長崎リハビリテーション病院立ち上げまでの軌跡 寄稿 一般社団法人是真会 
        長崎リハビリテーション病院 理事長 
        栗原 正紀 

 20.06.22 20-06 地域連携広報の必要性 編集主幹 市川 剛志 
   「みんなのくらちゅう」と「わが街健康プロジェクト。」の取り組み 寄稿 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 
        倉敷中央病院 地域医療連携部 部長 
        十河 浩史 

 20.07.20 20-07 高齢者・がん患者の健康を化粧のちからで支援 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 地域共生社会における化粧の役割 ～ 寄稿 株式会社 資生堂 社会価値創造本部 
        ダイバーシティ＆インクルージョン室 
        エンパワーメントサポートグループ 
        池山 和幸 

 20.08.31 20-08 公平な医療サービスの提供を目指して 編集主幹 市川 剛志 
   痛みの見える化の試み 寄稿 大阪大学大学院 生命機能研究科 
        特別研究推進講座 MRI 協働ユニット 
        痛みのサイエンスイノベーション共同研究講座 
        特任教授(常勤) 
        中江 文 

 20.09.28 20-09 ウィズコロナ／アフターコロナの医療法人経営 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 医療法人の合併・出資持分承継 ～ 寄稿 税理士法人 山田＆パートナーズ 医療事業部 
        山本 竜也 

 20.10.30 20-10 『足指着地で健康な体に変えていく』 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 機能性シューズでパラダイムシフトを起こす ～ 寄稿 株式会社 BMZ 取締役社長 
        髙橋 毅 
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