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１．はじめに 

松阪市民病院に勤務して、12 年が経過いたしました。13 年前の当院は、ほと

んど身売り先の候補まで決まっていた、言うなれば「崖っぷち状態」の自治体病

院でした。2008 年 4 月に DPC/PDPS（以下 DPC）を導入したことを契機に、全職

員の意識改革を行い、大きく経営改善が達成でき、現在も、地方公営企業法一部

適用の急性期医療を担う病院として運営しています。「崖っぷち状態」から今日

までの経緯、取り組みについては、全国各地の病院に出向いて講演し、昨秋で主

な講演会だけで 300回を達成しました。その多くが自治体病院であり、病院を訪

問するなかで、いろいろな経験をさせていただきました。最近では、新型コロナ

感染の影響で、オンラインを利用しての講演会、さらには当院で実践している算

定漏れを極力防止する取り組み方の説明なども行っています。 

本稿では、紙面の関係上、一部となりますが、その経験に基づき自治体病院の

赤字の原因がどこにあるのかを検討し、当院でどのようにして解消してきたかを

まとめました。 

２．松阪市民病院の紹介 

松阪市は三重県の中部に位置し、人口は 16万 2,244人(2020年 10月 1日現在)

で、他の地方都市と同様に年々減少し、同じ診療圏となる近隣の人口を合わせて

も約 25 万人ほどです。市内には当院の他に DPC を導入し、地域医療支援病院で

ある厚生連 松阪中央総合病院（440 床）と済生会 松阪総合病院（430 床）が、

当院を中心に半径 5キロ以内に存在し、この 3病院で 365日の救急輪番体制を維

持しています(図表 1)。 

【図表 1】松阪市民病院を取り巻く環境の概要 
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当院の常勤医師は最も多い時で 46名でしたが、2004年に施行された新医師臨

床研修制度の影響を受け徐々に減少し、DPC を導入した 2008 年 4 月にはこれま

での最少の 33 名になりました(図表 2)。それでもなお、急性期医療を担う病院

として存続していくことを考慮し、過去最少の医師となった状況で DPCを導入し

ました。その後、病院の経営改善が進むにつれ、医師数は少しずつ増加し、2020

年 4 月の時点では、常勤医師数は 43人(このうち歯科医師 3人）、研修医は 11人

にまで回復しました。 

【図表 2】医師数の推移（歯科医師を含む） 

３．自治体病院の現状 

自治体病院で「黒字」「赤字」を問題にする場合、所属する自治体からの繰入

金が大きく影響します。財政的に豊かな自治体の場合は、年間の繰入金（税金）

が 50 億～60 億円の病院もあり、そのおかげで経常収支比率は 100％以上となり

「黒字」という病院もみられます。医療に対する収益（医業収益）の源泉は診療

報酬制度による報酬が基本です。自治体病院以外の公的病院や民間病院と経営

（収支）状況を比較する場合には、所属する自治体組織からの繰入金（税金）を

除いて検討する必要があります。 

地方公営企業法一部適用または全部適用の病院の繰入金（税金）を除いた経営

状況を上位からランキングしました(図表 3)。すなわち「純医業収入＝医業収益

(入院収益＋外来収益＋その他医業収益)−他会計繰入金(税金）」で求め、さらに

「純医業収支＝純医業収入−(人件費＋材料費＋減価償却費＋その他経費）」で求

人 
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めています。 

このようにして計算された純医業収支がプラスの病院は、2017 年度の報告で

は、自治体病院 776 病院中、わずか 20 病院（2.58％）にすぎません。幸い当院

は、純医業収支は 1億 1,300万円で、776病院中第 10位（純医業収支率：1.2％）

でした(図表 3)。このように、ほとんどの自治体病院で純医業収支はマイナスと

なっています。その原因について検討しました。 

【図表 3】2017年度の自治体病院 776病院中の順位（地方独立行政法人の病院は含まず） 

順
位
* 

所在地 病院名 
病床数 
（床） 

病床 
利用率 

純医業 
収益 

（百万円） 

純医業 
収支 

（百万円） 

純医業 
収支率 

他会計 
繰入金 
（百万円） 

1 岐阜県 大垣市民病院 903 68.9% 32,599 1,819 5.58% 208 

2 岩手県 岩手県立中部病院 434 82.2% 11,863 355 2.99% 1,441 

3 愛知県 春日井市民病院 558 84.4% 15,284 342 2.24% 967 

4 大分県 大分県立病院 578 74.7% 15,682 286 1.82% 512 

5 京都府 京都中部総合医療センター 464 70.2% 10,111 150 1.48% 224 

6 鹿児島県 霧島市立医師会医療センター 254 83.7% 4,981 135 2.72% 160 

7 群馬県 公立七日市病院 169 88.6% 1,797 125 6.96% 21 

8 群馬県 公立富岡総合病院 338 82.3% 9,318 117 1.26% 155 

9 三重県 市立四日市病院 568 77.1% 19,999 117 0.58% 679 

10 三重県 松阪市民病院 328 85.2% 9,181 113 1.23% 467 

11 滋賀県 近江八幡市立総合医療センター 407 92.2% 12,154 67 0.55% 634 

12 鹿児島県 垂水市立医療センター 垂水中央病院 126 91.2% 2,080 64 3.07% 126 

13 岐阜県 美濃市立美濃病院 122 88.2% 2,514 52 2.06% 64 

14 石川県 公立羽咋病院 174 82.1% 3,199 42 1.31% 169 

15 愛媛県 宇和島市立津島病院 133 66.6% 1,177 24 2.04% 136 

16 山口県 光市立大和総合病院 243 96.9% 2,178 18 0.81% 139 

17 岡山県 備前市立吉永病院 50 91.4% 1,804 12 0.66% 79 

純医業収益＝医業収益－他会計負担金   ＊順位の赤い文字は愛知県、岐阜県、三重県の自治体病院 

純医業収支＝純医業収益－医業費用 

純医業収支率＝純医業収支／純医業収益 

他会計繰入金は、特別利益分を除く 

（出所）総務省 2017年度地方公営企業年鑑より作成 

４．自治体病院が赤字になる原因 

自治体病院が経営的に苦戦する原因として一般的には以下のようなことが考

えられます。 

（１）職員の危機意識の欠如

一般企業において経営再建を実施する場合、『企業変革力』などの著書で有名
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な米国ハーバード大学のジョン・P・コッター名誉教授は、「全職員が危機意識を

持たなければ、経営改善の達成は難しい」と言っています。ところが、どこの自

治体病院でも、それぞれの職員は、「自分達の病院は最高の医療を提供している

のだからつぶれるわけがない」と考え、危機意識を持っていない職員が多い傾向

がみられます。特に同一医療圏内に競合するような病院が存在しない地域、離島

ではこの傾向が顕著です。 

 

当院では 2007年、単年度で約 10億円の赤字となり、地元銀行からの一時借入

金なしでは病院経営が成り立たず、身売り直前の状態にありました(図表 4)。こ

の大変厳しい病院経営だった頃の状況を、今でも機会があるごとに職員に話し、

当時の全職員が危機意識を持って経営改善に向けて努力をした結果、今日に至っ

ていること、努力を怠るとたちどころに危険域に入り込む可能性があることを伝

えています。 

 

【図表 4】一時借入金の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）病院新築の際の高額な建設費 

  

当院は 1992 年から二期にわたり新築工事を行い、1994 年 10 月に新病院が竣

工し、すでに 26年が経過しています。当時の建設費は、97億円（年間医業収益

44 億円、269床）で、それに伴う減価償却費は、長きにわたって病院経営に重く

のしかかってきました。自治体病院の経営において、新築する場合の建設費が病

院経営に大きな問題となります。自治体病院の場合は、最初に「建設ありき」で

計画しており、国、各自治体からの企業債（借金）を利用することが多く、年間

の医業収益以上に豪華な建物を建設する傾向にあります。一般に自治体病院は民

間病院に比べて建設費（土地代は別として）が約 2 倍になると言われています。
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株式会社自治体病院共済会の調査によれば、1床当たりの建設費は、公立病院の

場合は平均約 3,300万円、民間病院の場合は平均約 1,600万円（公的病院は、こ

の中間の金額）です。しかしながら東日本大震災はじめ最近の自然災害、東京オ

リンピック・パラリンピック、リニア新幹線工事等で建設現場での人件費が高騰

しており、以前に比べ病院新築の建設費は高くなっています。これらの特需が一

段落すれば建設費は下降するという考え方もありましたが、現実はそのようにな

っていません。その一番の理由は建設業就労者、特に若年就労者の人材不足です。

今後、現状の高齢の建設就労者が引退すると、さらに深刻な人材不足を来すこと

が予測されます。若手の新規就労者を増やすには建設業界として社会保険への加

入や、適切な給料の支給など勤務環境の改善が必要でしょう。このような待遇改

善を実施すれば当然ながら建設コストの増加に直結します。 

 

現実に、自治体病院の最近の新築事例で 1床当たり 5,000万円以上の建設費の

病院も見受けられます。さらに病院新築の場合、これまでの医療機器を使用する

ことなく、より高機能の最新の医療機器を設置することが多く、その費用として

さらに 30億～50億円が必要となります。 

 

自治体病院の場合、新病院を計画した人は数年後には退職してしまい、病院建

設に直接関与していなかった病院職員が企業債を返済していくことになります。

この建設費の返済のために経営が悪化し、病院存続の危機にもなりかねないこと

もあり、十分に認識する必要があります。 

 

最近新築された自治体病院では、ホテルと見間違えそうな内装、無駄な吹き抜

けがみられることがしばしばあります。大きな病院では吹き抜けの数が多いほど

経営が厳しくなるとも言われています。さらに高額な電子カルテシステム、最新

の医療機器設備（近隣の病院との機能分担をせずに配置）、病院屋上の無駄なヘ

リポート設置等も慎重に検討する必要があります。当院では現在も PET-CT は配

備せず、必要な場合には近隣の病院にお願いしています。 

 

要するに、自治体が病院を新築する場合、それぞれの病院の年間の医業収益を

考慮して、建設の計画を考えることが基本です（われわれがマイホームを立てる

場合には、家計を考慮し、住宅ローンを活用し、返済可能な範囲で計画すると思

います）。自治体病院の建設の場合、大雑把に言って、返済可能な範囲とは、土

地代を別にして建設費と医療機器等で、年間の医業収益の 1.2倍～1.5倍以内か

と思います。つまり、年間医業収益が 100億円の病院であれば、建設費は 120 億

～150億円が妥当でしょう。実際に民間病院では、この範囲内で計画していると

思います。企業債（借金）による病院建設は病院の経営危機に直結することを自

治体病院関係者は肝に銘じておく必要があります。従来型の官庁発注方式では、

建設コストの抑制は難しいようですが、近年、自治体病院の新築でもローコスト

で質の高い病院建設を実施しているところも見受けられますので、是非参考にし

てほしいと思います。 
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（３）事務職員の定期的な異動 

  

自治体病院では、事務職員の定期的な異動があることも、他の公的病院、民間

病院と大きく異なる点です。昭和の時代であれば、好景気の中、診療報酬の水準

も高く、だれが事務職を担当しても経営的に大きな問題はありませんでしたが、

今や本庁からの病院未経験の職員では対応できなくなってきています。高校、大

学を卒業し、すぐに病院に勤務し、異動のない他の公的病院、民間病院の事務職

と対等に戦えるとは考えられません。さらに議会や議員への対応で多くの時間を

割き、本来の業務に専念できていないことも問題です。病院の事務職として経験

を積んでも、数年で本庁に異動し、新たに医療に未経験の職員が配置されてやっ

ていけるほど、今の医療情勢は甘くありません。地方公営企業法一部適用や全部

適用の自治体病院では、大きな問題点です。組織形態を地方独立行政法人に変更

しない限り、この問題を解消できないと思います。この点については、当院にお

いても大きな課題です。 

 

（４）新人職員に対する医療に関する教育体制の不足 

  

全国の病院へ出向いて分かったことですが、多くの病院で新人職員に対する、

今風な医療に関する研修がなされていないことも病院経営に大きく影響するよ

うに思います。医師も、看護師も、薬剤師も、その他のコメディカル職員も大学

や専門学校での学生時代に、診療報酬制度や DPC制度についての適切な教育がほ

とんどなされていません。それにもかかわらず学校を卒業すると同時に DPCを導

入している病院に勤務することが多いと思います。私がアドバイザーを務めてい

る「病院経営戦略セミナー」で昨年アンケート調査を実施しましたが、毎年新人

職員を対象とした DPC研修を実施している病院は 47％でした(図表 5)。当院では

職種別に年間 3～4 回の研修会を実施しています。役所からの異動による事務部

長、事務次長に対しては私が直接個別に研修を行っています。事務方の上層部に

今の医療を正しく認識してもらわないと経営改善ができないからです。 

 

【図表 5】新人職員に対する DPC制度研修実態調査結果 
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（５）「隠れた人件費」としての委託費 

 

病院における業務委託にもいろいろな問題が潜んでいます。委託費は「外注費」

として計上されることもあり、病院で外部に委託される業務として、検査委託費、

給食委託費、寝具委託費、清掃委託費、医事業務委託費、滅菌業務委託費、保安

業務委託費などがあります。厚生労働省の「平成 30年度病院経営管理指標」（2020

年 3月）をみると、組織形態別の委託費比率の割合が掲載されており、自治体病

院で 9.7％、社会保険関係団体病院で 7.6％、その他公的病院で 6.6％、医療法

人で 5.4％でした。自治体病院での比率が高いことがわかります。これは自治体

病院では人件費比率を少しでも低く見せるために委託費に置き換えたようにも

思われます。委託費が「隠れた人件費」と呼ばれるゆえんです。この委託費には

消費税がかかってくることも注意する必要があります（自院における人件費であ

れば消費税は必要ありません）。 

 

今から 20 年ほど前、病院原価計算が注目され始めた頃、真っ先に検討すべき

ものとして挙げられたのが、医事課業務と患者給食の委託化でした。医業支出を

いかに低額にするかが、問題とされてきたためと思われます。当時は医事課の業

務も、患者給食も「質」をあまり問題にしていませんでした。医事課業務の委託

化は 2003年度をピークに増加はみられなくなり、最近では 35％台でとどまって

います（図表 6）。医事課業務は病院のエンジン部門であり、それを外部の委託

業者に任せていては、改善は不可能です。 

 

【図表 6】医療事務委託率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当院も以前は医事課業務を全国展開している委託業者にまかせ、50.5 人の派

遣を受け、委託金額は年間約 1 億 4,000 万円と高額でした。2010 年 4 月より医

事課の入院部門は直営化し、以前と同じだけの人員を配置して年間経費は約
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3,000 万円削減となり（現在医事課長以下、全員が診療情報管理士）、医事部門

の専門集団としての自覚も生まれ、DPC コーディングが適切となり、DPC で認め

られている定義副傷病の見落としも軽減し、指導料・管理料の算定も大きく向上

し、病院経営に大きく貢献しています。 

 

 全国の病院の患者給食の委託率も 70％台でとどまっています(図表 7)。患者給

食についても近年、どの病院も、質を意識しているように思います。給食の外部

委託のデメリットとして、「食の質は上げろ、でも価格は下げろ」というのはト

レードオフ（二律相反）の関係になります。入院患者に提供する食事については、

病状に応じた内容であるだけでなく、見た目に美しく、おいしい食事であること

が高く評価されるようになってきています。当院の患者給食は直営で、見た目に

も美しく、味もおいしく、入院中の患者に満足していただけるような食事を提供

しています。さらに、入院患者に対する栄養食事指導も重要視されつつあり、直

営でないと改善ができないように思います。 

 

 病院業務の委託については、患者に直接的な影響を与えることが大きい部門で

は、「医療の質」を考慮すれば、今後ますます直営化が重要視されてくるものと

思います。 

 

【図表 7】患者給食委託率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）病院職員の定員の問題とコメディカル職員の重要性の認識不足 

  

自治体病院の経営不振の原因として、病院上層部が医師、看護師、薬剤師が充

足していれば病院経営は成り立つと考えている病院がいまだに多いことも挙げ

られます。これは「昭和」の時代の病院運営ではないでしょうか。今では「医療

の質」を担保し、患者・家族に満足していただく医療を提供するには、リハビリ
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テーション職員、管理栄養士、歯科衛生士、臨床検査技師、放射線技師、診療情

報管理士、医師事務作業補助などのコメディカル職員の充実が必要です。特にリ

ハビリテーション療法士が不足している病院では、土曜日、日曜日のリハビリテ

ーションが実施されていません。当院ではリハビリテーション職員数も年々増加

し、2020 年 7 月、9 月の 4 連休の際にも連日 7～9 人のリハビリテーション職員

を配置して対応し、病院経営にも大きく貢献しています(図表 8、9)。 

 

【図表 8】当院のリハビリテーション職員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 9】リハビリテーションによる月間の医業収益 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院経営を意識する場合には、専門の教育を受けた診療情報管理士が大きな力

を発揮してくれます。当院では現在 24 人の診療情報管理士が勤務し、100 床当

たりに換算しますと 7.3 人となっています(図表 10)。このうちの 5 人は医師事

務作業補助の業務を担当しており、全国的に見て当院では医師事務作業補助にお

人 
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ける診療情報管理士の割合も多いと思います（図表 11）。国の方針としても、チ

ーム医療の充実が提唱され、また診療報酬制度を見てもコメディカル職員が充実

されている病院には手厚い点数がつけられてきています。近い将来、管理栄養士

の病棟配置加算、歯科衛生士の病棟配置加算が誕生することを考慮しておくこと

が重要です。診療報酬制度における各項目の点数のこれまでの推移を見れば、国

の重点項目がどこにあるのか容易に読み取れると思います。 

 

【図表 10】100床当たりの診療情報管理士数（2019年度病院経営戦略セミナー参加施設について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 11】医師事務作業補助における診療情報管理士の割合の病院間比較 
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｢病院経営戦略セミナー｣参加病院のアンケート結果より(2019年12月) 
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（７）正しい人事評価制度の導入 

  

現在、医師の働き方改革が大きな問題となっていますが、自治体病院において

正しい人事評価が導入されていないことが大きな問題と思われます。今や医療も

一般企業と同じで、働いた人とそうでない人が正しく評価されなければ、職員の

モチベーションの向上につながりません。医師であれば、医師免許取得からの年

数だけで、給料が決まってしまうことに大きな問題があります。平等ほど不平等

はないと考えています。医師を正しく評価しないと正しい人事評価制度が導入さ

れている病院に転職していくことが予測されます。医師のみならず、看護師、薬

剤師等のコメディカル職員でも同様です。当院では、2008 年度より医師人事評

価制度を、その後看護師、コメディカル職員に対しても人事評価制度を導入しま

した。その評価に応じて「勤勉手当」という名目で、医師の場合には 6月･12月

に、その他の職員には 12 月に現金で支給する制度が構築されています。最近で

は人事評価制度に基づく「勤勉手当」が年間 1億 2,000万円になってきています

(図表 12)。 

 

【図表 12】人事評価制度に基づく「勤勉手当」支給金額の推移 
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５．松阪市民病院の現状 

  

当院は 2008 年度に DPC を導入し、自治体病院における赤字の原因として取り

上げた前章「（2）病院新築の際の高額な建設費」と、「（3）事務職員の定期的な

異動」を除いて全て改善し、さらに全職員の意識改革により、現在、8年連続で

医業収支率 100％超を維持しています(図表 13)。これは自治体病院の中では、極

めて稀だと思います。全職員がコツコツと積み上げてきた努力と絶えず新しい考

え方に挑戦するという当院の文化の賜物であり、今後も継続させていきたいと考

えています。 

 

【図表 13】医業収支と医業収支率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自治体病院も経営不振の原因を短絡的に医師不足と診療報酬制度のせいにし

ないことが鉄則だと思います。現在の診療報酬制度と DPCを正しく理解し、コメ

ディカル職員の重要性を認識し、真のチーム医療を実践すれば規模の大小に関係

なく、病院経営が向上することが明白です。最後に松阪市民病院が実施した主な

改善活動を次ページにとりまとめました。 
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【松阪市民病院における主な改善活動のまとめ】 

〇職員の危機意識の醸成 

・職員と経営状況について十分に対話を行い、全職員が危機意識を持って行動する機運

を醸成 

〇過大な設備投資の回避 

・高額機器の PET-CT 等は、地域の PET-CT を保有する医療機関との連携で必要に応じて

依頼 

〇新人職員向けの医療に関する教育の実施 

・職種別に年間 3～4回の研修会を実施し、特に役所からの異動による事務部長等には、

筆者が直接個別に研修を実施 

〇委託費の適正化 

・医事課の業務の外部委託を解消。特に収益貢献が大きく、高い専門性を要する入院部

門を内製化 

・給食部門の直営を敢えて維持、柔軟で効率的な給食業務運営により高い質を確保 

〇コメディカルの活用による質の向上 

・管理栄養士の病棟配置加算、歯科衛生士の病棟配置加算の誕生に向けた対策を先取り 

・リハビリテーション職員数を確保し、4連休の際にも十分な人員体制により高い稼働率

を維持 

〇適切な人材の評価 

・2008 年度より医師のみならず、看護師、薬剤師等のコメディカル職員にも人事評価制

度を導入 

 

 

 

 

《執筆者プロフィール》 

松阪市民病院 総合企画室 副室長 

世古口 務 

三重県立大学医学部卒業、三重大学医学部第一外科、市立伊勢総合病院院長、伊勢市病

院事業管理者を歴任して退職。2008(平成 20)年 4 月より松阪市民病院勤務。同院にお

いて、経営改善および貢献度に応じた人事評価制度導入を主導。2010(平成 22)年 4 月

松阪市民病院総合企画室副室長に就任。同年より愛知、岐阜、三重、東海自治体病院

DPC勉強会（ToCoM）の代表世話人に就任。 
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バックナンバー 【2019年発行分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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バックナンバー 【2020年発行分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
     
 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 編集主幹 市川 剛志 
    － 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 － 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 
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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。

 21.01.29 21-01 コロナ禍における介護事業経営とは 編集主幹 市川 剛志 
    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 
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