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１．はじめに
新型コロナウイルス感染症については、国内外で収束の見通しが立たない中、
介護現場の皆さんは日々緊張感の中で業務に当たられていることと思います。そ
して、既にご承知のとおり、この感染症は、介護事業経営にも大きな影響を及ぼ
しています。
「新型コロナウイルス感染症に係る経営状況への影響について『緊急調査』第
二次分 集計結果」（一般社団法人全国介護事業者連盟）によると、ほぼ全ての
サービス種別において経営への影響は見られ、とりわけ通所系、ショートステイ
において影響が大きいことが見てとれます。
【図表 1】

通所介護においては、
2020 年 2 月と 4 月の売り上げ減収割合で比較した場合、
0～10％未満が 37.7％と最も多く、続いて 10％以上 20％未満が 28.5％、20％以
上 40％未満が 25.3％という結果になっています（前記、全国介護事業者連盟の
調査結果より）。
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経営課題としては、
 利用者のサービス利用控え、利用者減およびそのことによる売上減
 営業活動、見学自粛等による新規顧客減
 人手不足、職員体制の維持
 衛生用品等の価格高騰による経費増
 衛生用品の不足
 職員、家族等が感染および疑いがある場合の対応（人手不足、営業継続)
 業務量増加等による職員の疲弊
 小中学校休業による職員の休暇、時短
 派遣社員採用、業務量増による人件費増
 会議、研修が行えないこと等によるサービスの低下
 資金繰り不安
 入居延期、遅延
 雇用維持
 休業補償等
（前記、全国介護事業者連盟の調査結果より）

が挙げられています。お読みの皆さんにとってもうなずかれる内容ではないでし
ょうか。

２．生命と生活を守る介護事業
以上のような状況の下、介護事業を営む者としては、平時と同様に利用者・家
族の日常生活を守ることが求められるとともに、平時にも増して、生命を守るこ
とのウェイトが大きくなっているものと思います。こうなると、どうしてもトレ
ードオフと言いますか、生命を守るために生活を犠牲にする、ということもやむ
を得なくなってきます。ただし、これが一時的なものならまだよいのですが、い
つまで続くか分からない長期的なものになろうとしているため、思い悩む経営者
も多いことと思います。
このバランスは非常に難しいです。地域によっても時期によっても、それぞれ
異なるため、その時々において最適解を出していかなければなりません。ただ、
こういう時こそ、事業の理念に立ち返ることも大切だと考えます。つまり「何の
ために介護事業を営んでいるのか？」が問われる、ということです。
この後にお示しする、各種特例や制度を把握し使いこなすことや、感染防止対
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策、利用者・家族への説明、職員との意見交換、いざという時のための備えやシ
ミュレーションも、この軸がぶれてはうまくいかないと考えるからです。
苦しい中ではありますが、こういう時期だからこそ、「何のために介護事業を
営んでいるのか？」という根本に立ち返ることが求められていると思います。

（１）各種特例・制度を使いこなす
国としても、この国難に対処すべく「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援
事業（介護分）2020(令和 2)年 6 月 19 日（かかり増し経費、慰労金等）」をは
じめ、雇用調整助成金、各種融資、持続化補助金、そして、連日発出されている
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的
な取扱いについて」等の特例や救済措置を講じています。
大変な分量で、読みこなすのも一苦労ではありますが、国としても何とかしな
ければ、という思いからこのようなかたちになったのだろうと推測します。事業
者としては、これらの制度をフル活用して、事業を守り、利用者・家族・職員の
生活を守ることが重要と考えますが、まだまだ十分に活用されていない特例や制
度も多いように感じます。ぜひ、もう一度、厚生労働省のサイト等から振り返り
をして、見直して頂けたらと思います。
【図表 2】介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
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（２）介護事業において取り組むべき具体的な感染防止対策
利用者・家族・職員の生命と暮らしを守る意味でも、感染防止対策は必須と言
えます。よく、正しく怖がると言われますが、そのためには知識と具体的な防止
策が必要です。2020 年 10 月 1 日には介護保険最新情報 Vol.878 にて、厚生労働
省による「介護現場における感染対策の手引き（第 1 版）」が周知され、新型コ
ロナウイルスはもちろんのこと、インフルエンザをはじめとした他の感染症につ
いても改めて具体的な対策が示されました。これに加えて、各種団体から出てい
るマニュアル等も参考にしながら、以下、ポイントとなるところをいくつか挙げ
てみたいと思います。
◎出勤・受診等の判断について
 手洗い･アルコール手指消毒･マスクの取扱いについては、下記を参照のこと
【介護保険最新情報 Vol.790（2020(令和 2)年 3 月 19 日）】
【一般社団法人日本環境感染学会：新型コロナウイルスの感染防止対策】
 職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出
勤を行わないことを徹底すること
【介護保険最新情報 Vol.808（2020(令和 2)年 4 月 7 日）】
 職員は、微熱、咳、倦怠感等の症状があれば、職場に連絡し出勤してよいか
どうか相談すること
【厚生労働省 ：「そうだったのか！感染対策（動画）」】
 体調不良時には正直に申告しやすい雰囲気を醸成し、体調不良の訴えがあれ
ば勤務させないこと、正直に申告し休むことで不利益な扱いにしないことを
周知すること
【厚生労働省 ： 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する
ためのチェックリスト】
 上記、該当する職員については、管理者に報告し、確実な把握を行うよう努
めること
【厚生労働省 ：「そうだったのか！感染対策（動画）」】
 家族に感染症状がある場合は、管理者へ報告し、対応を相談すること
【東京都保健福祉局 ： 高齢者施設における新型コロナウイルス感染予防】
◎通勤・家庭において
 職員は、吊り革、手すり、ドアノブ、玄関・マンション入口等の電子キーの
ボタン、エレベーターのボタン、電気のスイッチ等、多くの人が触る場所に
触れた手で目・鼻・口を触らないこと（触る時には手指消毒をすること）
【厚生労働省 ：「そうだったのか！感染対策（動画）」】
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 職員は、家に帰ったらまず手や顔を洗うこと。できるだけすぐに着替えるこ
と、シャワーを浴びること
【札幌市保健福祉局 ： 新型コロナウイルス感染対策マニュアル】
 職員は、職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めるこ
とが重要であり、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で
集まることを避ける等の対応を徹底すること
【厚生労働省 ：「そうだったのか！感染対策（動画）」】
◎職場の環境整備について
 職員は、休憩室では飲食をするためマスクを外す機会が多いので、窓を開け
る、時間をずらす、密集しない、向かい合わない等工夫をすること
【厚生労働省 ：「そうだったのか！感染対策（動画）」】
 机やイスは、人の手が触れる場所を考えて拭くこと
机の上･へり(ふち)･イスの背もたれ･座面･イスの脚等、上から下に拭くこと
【厚生労働省 ：「そうだったのか！感染対策（動画）」】
 共用の物品について消毒を行うこと
PHS

PC のキーボード・マウス

ボールペン

体温計・血圧計等

タブレット･携帯端末

 共用のしつらえについて消毒を行うこと
休憩室

手すり

ワゴンの取っ手

冷蔵庫の扉の取っ手

ドアノブ

電子キーのボタン

エレベーターのボタン

自動販売機のボタン

リモコン

トイレの水洗レバー

トイレットペーパーホルダー

便座・ふた

トイレのスイッチ類

電気のスイッチ

共用ロッカー等

（その他、車いすや公用車についても注意が必要）
 換気については、2 方向の窓を開け、数分程度の換気を 1 時間に 2 回程度行う
ことが有効。熱中症予防のためにはエアコンや扇風機等の活用が有効である
が、冷房時でもこまめに換気を行い、部屋の空気を入れ換える必要がある
※エアコンの温度設定を低くする等の工夫も必要
【2020(令和 2)年 7 月 31 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか
連名事務連絡】
 会議を行う場合は、可能な限りオンラインや文書にて行うこととするが、対
面で行う場合には、以下の点に注意すること
短時間で実施

換気を行う(換気の悪い部屋は避ける）

少人数で距離を保つ

飲食禁止

マスク着用

【広島県 ： 社会福祉施設等における感染防止対策について】
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 可能な範囲で、在宅勤務、テレワーク、ローテーション勤務、時差通勤等を
推進すること
【厚生労働省 ： 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する
ためのチェックリスト】
【図表 3】弊社作成のマニュアルより

（３）感染防止対策を進める上での留意点
前項では、マニュアルに基づく対策の徹底について述べましたが、そもそも平
時から、こうしたマニュアルの整備や、マニュアルに基づく業務の徹底が行える
サービスレベルにあるかが問われているようにも感じます。
介護現場においては、上司・部下間の指示命令があいまいであったり、報連相
や、ルールの確立と遵守、マネジメントといった組織・チームとしての仕事のあ
り方が弱かったりする傾向にあるため、コロナだからできるようになる、という
簡単なものでもないと考えます。難題ですが、この機会にルールや指示命令、報
連相の重要性について再度周知徹底することが重要です。
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（４）利用者、家族等への説明と関係づくり
以上、感染防止対策等について述べてきましたが、こうした施設の感染対策に
ついては、とりわけ家族に対して情報を提供し、理解と協力を求めておくことが
重要です。せっかく努力をしていても、伝わっていないことが多くあるからです。
また、いざ感染者等が出た場合には、様々な協力を求めることになりますので、
その内容についてもあらかじめ情報を共有しておくとよいでしょう。
以下は、特に入所施設・居住系サービスについて重要と思われる面会について、
介護保険最新情報 Vol.881（2020(令和 2)年 10 月 15 日）をもとにまとめました。
◎面会を実施する場合の留意事項
 面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を
断ること
 面会者がのどの痛み、咳、倦怠感 、下痢、嗅覚・味覚障害等の感染症が疑わ
れる症状を有する場合やその他体調不良を訴える場合には面会を断ること
 面会者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に積極
的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと
 面会者は 原則として 以下の条件を満たす者であること
・ 感染者との濃厚接触者でないこと
・ 同居家族や身近な方に、発熱や咳・咽頭痛等の症状がないこと
・ 過去 2 週間内に感染者、感染の疑いがある者との接触がないこと
・ 過去 2 週間以内に発熱等の症状がないこと
・ 過去 2 週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされて
いる国・地域等への渡航歴がないこと
・ 人数を必要最小限とすること
 面会者には、面会時間を通じてマスク着用、面会前後の手指消毒を求めること
 面会者の手指や飛沫等が入所者の目、鼻、口に触れないように配慮すること
 寝たきりや看取り期以外の場合は居室での面会は避け、換気可能な別室で行
うこと
 面会場所での飲食は可能な限り控えること。大声での会話は控えること
 面会者は施設内のトイレを極力使用しないようにすること。やむを得ず使用
した場合はトイレのドアノブも含め 清掃及び必要に応じて消毒を行うこと
 面会時間は必要最小限とし、1 日あたりの面会回数を制限すること
 面会後は、必要に応じて面会者が使用した机、椅子、ドアノブ等の清掃又は
消毒を行うこと
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オンラインの面会も含め、利用者・家族の生活を守る観点からも積極的な取り
組みが求められていると考えます。

（５）職員への説明、意見交換、コンセンサスとメンタルヘルス
ここまで、感染防止対策を中心に、家族への説明・関係づくり等について述べ
てきました。ただし、一方で、厳密なルール遵守を現場に求めていくのであれば、
職員のメンタルケアというところも大きな課題になるものと考えます。
職員が感じやすいストレスについて、いくつか代表例を挙げると、職場におい
ては、「厳しい感染予防を続けることでの緊張感、感染する・感染させてしまう
かもしれない恐れ、刻一刻と変化する状況への対応、法人のリーダーシップにつ
いての不安（職員を守ってくれるのか？）」等があるでしょう。
また、家庭・地域においては、「配偶者の在宅ワーク、子供の休校、要介護者
のデイ休業・自粛等、配偶者の仕事の状況（家計に関連して）、保育所・地域で
の差別的な扱い、ストレス解消の機会の減少」等があり得ると考えます。
ただ、これらの状況には個人差があるため、職員一人一人の状況の丁寧な把握
が不可欠になります。個人面談をする中で、職員一人一人の状況の把握と不安の
聞き取り、そして法人としての方針を伝えていく機会が、コロナ以前にも増して
重要だと思います。職員一人一人に対する、傾聴、把握、理解、共感、承認、ま
さに職員に対する「個別ケア」と言える内容です。そして、この機会に培われた
職員一人一人と向き合う姿勢は、コロナ収束後も法人経営にとっても大きな力に
なるものと考えます。
先に、ルールや報連相の徹底についてその重要性を説明しましたが、同時に職
員の個別ケアというところにも力を注いで頂きたいと思います。

（６）施設内で感染者等（利用者・スタッフ）が出た場合の基本的な対応
さて、ここまで、職員のメンタルケアも含めて様々な対策について述べてきま
したが、どれだけ対策をしたとしてもリスクゼロにはなりません。
介護保険最新情報 Vol.881（2020(令和 2)年 10 月 15 日）には、入所施設・居
住系サービスをはじめ、通所系、訪問系それぞれについて「感染者／感染が疑わ
れる者／濃厚接触者／感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者」について場
合分けをして対応がまとめられていますので、いざという時の実務については、
こちらをご覧頂ければと思います（以下、図表 4 は入所施設版より一部抜粋）。
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【図表 4】

※別添省略

さらに、より具体的な実務として、個室管理・生活空間の区分け、ゾーニング
について基本的事項をまとめます。まず、2020(令和 2)年 7 月 31 日厚生労働省
老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡には以下のように記されてい
ます。

・ 施設の構造、入所者の特性を考慮して、どこまで対応可能か検討する。
※ 対応できる範囲は施設の構造等によって様々であり、基本的な考え方（区
域を分けることが感染拡大防止のために重要であること、それぞれの区
域がわかるようにすることが重要であること、汚染区域（汚染の可能性
がある区域）に入る際は必要な防護具を装着した上で活動すること、汚
染区域（汚染の可能性がある区域）を出る前に決められた場所で防護具
を脱ぐこと、等）を各職員が意識することが重要。
※ 感染者発生時には保健所等の指示を踏まえ対応する。
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具体的には、新型コロナウイルス感染対策マニュアル（札幌市保健福祉局）に
詳しく記載されていますが、以下、参考となる図表等をお示しします。
【図表 5】

【図表 6】
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【図表 7】

３．残された課題について
以上、介護事業の置かれた現状、様々な特例や制度の活用、感染防止対策、感
染者等が出た場合の基本的対応とゾーニング、ご家族等の関係づくり、職員のメ
ンタルヘルスについて述べました。紙幅の都合もあり、全てをお示しできたわけ
ではありませんが、より重要と考えるポイントに絞ってお伝えをしました。
あと、残された課題として考えられるものの一つに「勤務体制の変更、人員確
保」があります。介護保険最新情報等には以下のように示されています。
 感染者である職員は入院若しくは自宅療養又は宿泊療養、濃厚接触者である
職員は自宅待機となるが、これにより職員の不足が生じることを想定してお
くこと
 高齢者施設において、濃厚接触者とその他の利用者の介護等を行うに当たっ
ては、可能な限り担当職員を分けることが望ましいが、職員が不足した場合、
こうした対応が困難となり交差感染のリスクが高まることから、適切なケア
の提供だけではなく、感染対策の観点からも職員の確保は重要
 施設内の職員数に余裕がある場合は、業務シフトの変更が考えられる。難し
い場合は、同一法人内からの応援での対応が考えられる。さらに人材が不足
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する場合は、関係団体や都道府県に応援職員派遣の要請を行うことが考えら
れる
そのとおりの内容なのですが、最後の関係団体や都道府県からの応援職員派遣
というところが、まだ実現性に乏しいように感じます。
もう一つ課題だと考えているものに、いざ感染者等が出た場合の、地域におけ
る情報共有があります。公にしないことで、地域内の利用者や家族、職員につい
て、誰が感染者なのか、濃厚接触者なのかという疑心暗鬼が生まれたり、実際に
感染が広まってしまったりすることが考えられます。逆に公にすることで、風評
被害を免れない、というリスクもあります。
この二つの課題、つまり「人員の確保」と「地域における情報共有」について
は、一施設、一法人だけで解決できるものではないと考えます。行政、職能団体
等がいざという時のためにも、平時のうちに話しあっておくべき内容ではないで
しょうか。

４．まとめ
介護のニュースサイト JOINT によると、厚生労働省は 2020 年 10 月 14 日、全
国でこれまでに発生した新型コロナウイルスのクラスターが 1,600 件を超えた
と発表しました。10 月 12 日時点で 1,601 件。このうち、介護施設も含む福祉施
設は 295 件、医療機関は 288 件。新型コロナウイルス対策の助言を行うアドバイ
ザリーボードの見解は「感染予防や早期検知、早期対応が進んだこともあり、首
都圏等では大規模な院内・施設内感染の発生が減少している」とのことで、介護
施設や医療機関の努力が評価されていますが、本稿執筆時点の 11 月において北
海道で感染者が増えていることからも、本格的な冬の到来に向けて予断を許さな
い状況であるということが、現場の皆さんの共通認識ではないでしょうか。
ぜひ、本稿でお示しした内容を参考に、皆さんの現場ごとの対策を見直して頂
けたらと思います。

《参考資料》
・厚生労働省発出の事務連絡等
・厚生労働省,職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00145.html
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・厚生労働省,介護職員にもわかりやすい感染対策の動画まとめページ,そうだったのか！感染対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00006.html
・東京都保健福祉局,【動画・教材】高齢者施設における新型コロナウイルス感染予防
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shisetu/covid19douga.html
・公益財団法人東京都医師会,介護施設等における新型コロナウイルス感染症の対応フロー図及び対
応チェックリスト（改訂版）【令和2年6月18日版】https://www.tokyo.med.or.jp/18121
・広島県,社会福祉施設等における感染防止対策について
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/trainingcontents.html#mv01
・札幌市保健福祉局,新型コロナウイルス感染対策マニュアル
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/shingata_corona/taisakugaido.html
・一般社団法人日本環境感染学会,新型コロナウイルスの感染防止対策
http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=328
・公益財団法人全国老人福祉施設協議会ホームページ https://www.roushikyo.or.jp
・公益財団法人全国老人福祉施設協議会,特別養護老人ホーム等における新型コロナウイルス
（COVID-19）対応方針チェックリスト
https://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-single-entry&type=contents&spot=325685
・一般社団法人全国介護事業者連盟,新型コロナウイルス感染症に係る経営状況への影響について
『緊急調査』第二次分 集計結果
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/kinkyuutyousa20200515.pdf
・天晴れ介護サービス総合教育研究所株式会社,秋冬に備える！新型コロナウイルス対策マニュアル
解説セミナー「介護現場編」「コロナ特例編」 https://www.appare-kaigo.com/corona
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バックナンバー

【2018 年発行分】

発行日

No.

タイトル

執筆者

18.01.29
09. 9.25

18-01
09-24

認知症にやさしい図書館に向けて
（寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について
～ 「超高齢社会と図書館研究会」の実践 ～

09. 9.30
18.02.26

09-25
18-02

（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
フレイル予防を基盤とする健康長寿のまちづくり

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

18.03.27

18-03

09.11.30

09-27

山形県酒田市における地域医療連携推進法人
「日本海ヘルスケアネット」
（寄稿）医療機関再起に向けた新手法

編集主幹 市川
剛志
編集主幹
市川 剛志
寄稿 税理士法人
筑波大学 図書館情報メディア系
執筆
山田＆パートナーズ 医療事業部
知的コミュニティ基盤研究センター
税理士
高橋 琴代
教授 呑海 沙織
編集主幹 市川 剛志
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
寄稿 税理士
東京大学加藤 友彦
高齢社会総合研究機構
編集主幹 市川 剛志
教授 飯島 勝矢
執筆 税理士法人 山田＆パートナーズ 代表社員
税理士
編集主幹
市川加藤
剛志友彦
寄稿 地方独立行政法人
編集主幹
市川 剛志
山形県・酒田市病院機構
執筆 センチュリー法律事務所
理事長 栗谷
弁護士
住田 義樹
昌弘

～事業再生ＡＤＲの適応性について～

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
（注）☆：Education
note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation
note、その他はHealthcare note。
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
地域医療連携体制の構築と現状の把握

編集主幹 市川 剛志
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
エムダブルエス日高のイノベーション

編集主幹 市川 剛志
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
〜 失敗しないためにすべきこと 〜

編集主幹 市川 剛志
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
～ 外国人技能実習制度を活用した取組み ～

編集主幹 市川 剛志
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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バックナンバー

【2019 年発行分】

発行日

No.

タイトル

19.01.28
09. 9.25

19-01
09-24

「医療・福祉分野における外国人雇用のあるべき姿」
（寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について
～ 事業者連携による協働体制の構築 ～

執筆者

19.04.15

19-04

「出資持分承継について」
～ 新認定医療法人制度の移行期限迫る ～

編集主幹 市川 剛志
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
～ セル看護提供方式Ⓡの実際とその効果 ～

編集主幹 市川 剛志
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」
～ 外国人材の定着化に向けた具体的な取り組み ～

編集主幹 市川 剛志
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！
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｣

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社リモハブ
代表取締役 CEO
谷口 達典

編集主幹 市川
剛志
編集主幹
市川 剛志
寄稿 税理士法人
株式会社メディカルシステムサービス
執筆
山田＆パートナーズ 医療事業部
メディカルシステムサービス事業開発部
次長
税理士
高橋 琴代
一般社団法人ワムタウン推進本部 理事
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
福原 亮
執筆 税理士法人 山田＆パートナーズ 代表社員
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
市川加藤
剛志友彦
税理士
Society5.0実現に向けた AXR の応用
寄稿 東京大学大学院
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
医学系研究科
執筆 税理士法人 山田＆パートナーズ 代表社員
教授 小山 博史
税理士 加藤 友彦
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
剛志
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
市川 剛志
～
フレイルの入り口を抑える化粧療法 ～
寄稿 センチュリー法律事務所
資生堂ジャパン株式会社
～事業再生ＡＤＲの適応性について～
執筆
美容戦略部
弁護士
住田 昌弘
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
（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare
note。
池山 和幸
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バックナンバー

【2020 年発行分】

発行日

No.

タイトル

20.01.27
09. 9.25

20-01
09-24

地域ニーズを見据えた介護事業戦略
（寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について
「全世代型」の社会保障アプローチへの転換

執筆者

20.04.20

20-04

医療ツーリズムと医療の国際化
この10年の変遷から今後を占う

編集主幹 市川 剛志
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
長崎リハビリテーション病院立ち上げまでの軌跡

編集主幹 市川 剛志
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
「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

編集主幹 市川 剛志
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
～ 地域共生社会における化粧の役割 ～

編集主幹 市川 剛志
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
痛みの見える化の試み

編集主幹 市川 剛志
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
～ 医療法人の合併・出資持分承継 ～

編集主幹 市川 剛志
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』
～ 機能性シューズでパラダイムシフトを起こす ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社 BMZ 取締役社長
髙橋 毅

20.11.30

20-11

ウィズコロナの時代の病院経営

編集主幹 市川 剛志
寄稿 一般社団法人日本病院経営支援機構 理事長
豊岡 宏

20.12.25

20-12

周産期医療における遠隔医療
－ 遠隔モバイル胎児モニターの実際と胎児モニタリングの歴史 －

編集主幹 市川 剛志
寄稿 メロディ・インターナショナル株式会社 CEO
尾形 優子
香川大学瀬戸内圏研究センター 特任教授
日本遠隔医療学会 名誉会長
原 量宏

編集主幹 市川
剛志
編集主幹
市川 剛志
寄稿 税理士法人
富田ケアセンター有限会社
執筆
山田＆パートナーズ 医療事業部
代表取締役社長
税理士
高橋 琴代
山中 祥吉
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
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
執筆
税理士法人
山田＆パートナーズ 代表社員
日本および海外における潮流とその背景
寄稿 税理士
株式会社スーペリア
加藤 友彦 代表取締役
一般社団法人日本ペイシェント・
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
エクスペリエンス研究会 代表理事
執筆 税理士法人 山田＆パートナーズ 代表社員
曽我 香織
税理士 加藤 友彦
東海大学医学部 血液･腫瘍内科 教授
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
東海大学総合医学研究所
所長
～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
一般社団法人日本ペイシェント・
弁護士
住田 昌弘
エクスペリエンス研究会
理事
安藤 潔
（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。
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
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本資料に含まれる情報がもたらす一切の影響、本資料の内容に関する正確性、
妥当性、法務上のコンプライアンス等につきましては、野村ヘルスケア・サポート
＆アドバイザリーはその責を一切負いません。本資料中の記載内容における各
種法令・規則等は随時改定されますので、あくまでも参考資料としてお取り扱
いください。また、記載内容における法令・規則及び表現等の欠落・誤謬などに
つきましては、野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリーはその責を一切負いま
せん。本資料は、お客様が経営判断を行うに際して参考となると考えられる情
報の提供を目的としたものです。経営判断における最終意思決定はお客様自身
で行われるものであり、野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリーはこれに対
する意見または判断を表明するものではありません。本資料のご利用に際して
は、弁護士、公認会計士等にあらかじめその内容をご確認ください。
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コロナ禍における介護事業経営とは

寄稿：天晴れ介護サービス総合教育研究所株式会社
代表取締役 榊原 宏昌

