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１．はじめに 

 

特定非営利活動法人ヘルスサービス R&D センター（以下、当法人）は、2003

年に医師を中心として設立した組織である。創設者である故青木則明が、臨床分

野では救急専門医であり、かつ、パブリックヘルス、ヘルスインフォマティクス

（健康情報学）、医療マネジメントや決断科学を専門としていたことから、医療

の質や患者アウトカムの向上を見える化し、評価できるソリューションを提供す

ることを目指して活動してきた組織である。 

 

本稿では、当法人で開発した、タブレット端末（iPad® アップル社製）を用

いた救急医療管制支援システム（emergency-Medical Alliance for Total 

Coordination in Healthcare；e-MATCHシステム）の開発経緯について、その構

想を踏まえて紹介する。e-MATCH システムは、青木がメンバーとともに 2009 年

からコンセプトを発案し、2010年から 2011年にかけて、総務省の地域 ICT 利活

用事業をきっかけに開発し、奈良県に導入したものである。 

 

 

２．当時の救急搬送において見えていた課題 
 

当時の救急搬送数は、人口増加や高齢化に伴い年々増加しており、一方で救急

搬送の受け入れは十分にスムーズとは言えず、需要と供給のバランスが悪化して

いる状況であった。2009年には、救急搬送で受け入れ拒否が 48回もあり重症患

者や妊婦、子どもであっても、救急車が到着してから搬送先が見つかるまで 2時

間以上待たされるケースがあるという事実が新聞に紹介された。奈良県において

は、2006年に、救急搬送された妊婦が 19病院から断られ死亡し、2009年 3月に

は受け入れを 6 病院から断られた患者が死亡するという痛ましい事件が報道さ

れ、救急搬送困難例は「たらい回し」として社会問題となり、解決すべき喫緊の

課題となった。 

 

このような中、我々は、地域医療を改善するために「医療機関」、「患者や住

民」、「行政」の 3者の誰もが良いと考える救急医療体制を構築することを目指

し、当時奈良県で医療改革の最前線に立ち主導していた奈良県医療政策部部長 

武末文男氏とともに救急搬送の体制の見直しを行うことになったのである。 

 

 

３．学問的背景と情報の重要性 
 

我々が開発した e-MATCHシステムの特徴の一つである、学問的背景について述

べる。 
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◆ヘルスインフォマティクスとは 
日本では耳慣れない学問であると思われるが、直訳すると健康情報学である。

青木が現テキサス大学健康科学大学院（School of Biomedical Informatics, 

Texas University）にて学んだ学問で、一時期日本でも教育コースが展開された。

ヘルスサービスにおけるデータや情報、知識の流れを理解し、適切にマネジメン

トを行うための学問や技術の集大成を言うもので、つまり、学問の範囲は、医学

の中だけでなく、学際的な広がりをもつ。 

 

ヘルスインフォマティクスの範囲には、いわゆる ICT（Information and 

Communication Technology）が含まれるが、これは、意思決定に必要な情報をデ

ータから作り、整理し、マネジメントするためのツールと位置付けている。情報

はデータから生み出されるものであるが、意思決定に資する前のデータがいくら

蓄積されていても、意思決定のための情報として取り出せない状況であれば意味

はない。このような状況は、DRIP（Data Rich, but Information Poor）と揶揄

されており、そのような状況にならないような設計が重要となる。 

 

この考え方は、医療に関連するシステムを開発し導入・運用する場合や、患者

のレジストリを構築し運用する場合などにも重要となる。e-MATCHシステムの開

発にあたっても DRIP に陥らないように、システムを使う人々にとって有用な情

報を提供するシステムの構築を目指したのである。 

 

【図表 1】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説）この絵は、DRIP のイメージ図である。大海原に漂流する男性は、水に囲まれてい

ながら、精製された飲み水がなく困っている。大変な量のデータに囲まれていても、

意思決定に必要な情報がないことになぞらえている。 
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◆情報の有効活用の例 
臨床における医療の質指標は、有効に活用できる情報の一つと言える。現在で

は多くの医療機関において、自院の医療の質評価を行い、内的に活用したり、冊

子やウェブページに公表したりするようになっている。これらの指標は、患者の

医療データから算出され、医療機関の PDS(C)A（Plan Do Study(Check) Act）サ

イクル1を回して、医療の質を高めるために活用されている。 

 

行政においては、保健医療計画など様々な地域の保健・医療・福祉に関連する

計画が策定されている。これらの計画を読んで頂くと、必ず評価のための指標が

定められている。地域医療の計画が改善に向かって進んでいるかどうかをみて、

新たな施策の意思決定のためにも、データから算出された各種指標は、有効活用

可能な情報と言える。 

 

 

４．どのようなしくみにするのか 
 

さて、救急搬送における目に見える課題は、救急搬送困難例が発生し、その多

くは搬送先医療機関のベッドがない、診療できる医師がいないなどの医療の提供

量の不足が原因であると報じられたわけであるが、当法人の活動は、その理由が

本当はどこにあるかを調査することから始まった。 

 

（１）本当に医療提供量は不足しているのか 

 

先行的に行った調査では、救急搬送された脳卒中患者のうち、脳卒中を受け入

れることができるとした病院に運ばれた患者は全体の 58.7％であり、41.3％も

の患者が脳卒中の受け入れはできないとした病院に運ばれていた。つまり救急隊

は、脳卒中の受け入れ可否にかかわらず病院を選択していたことになる。一方で、

脳卒中に対応できる医療機関や救急、脳外科、神経内科の専門医は、数だけで言

えばそれほど不足しているようには思えなかった。 

 

そこで、全体像を把握するために、GIS（Geographic Information System）を

活用し、地域で発生する患者数と脳卒中の専門家からのアドバイスを受け、24

時間 365 日患者の診療が可能な医師数とその医師数あたりの患者数を定義した

上で、医療機関で診療できる患者数を予測して、医療の需給バランスを地図上に

視覚化し、これを「医療濃度」と名付けた。結果、奈良県内では真の意味で医療

不足に陥っている地域と、需給バランスは一見保たれているように見えるのに、

救急搬送困難例が生じる地域があることがわかった（図表 2）。需給バランスが

                              
1 マネジメントサイクルの一つ。計画（Plan）、実行（Do）、評価（Study）、改善（Act）のプロセスを順に実施し、最
後の Actを次の Planに結び付け、らせん状に品質の維持・向上や継続的な業務改善活動などを推進するマネジメント
手法。PDCA（Plan Do Check Act）サイクルを提唱した、W.エドワーズ・デミング（Dr. William Edwards Deming）博
士が、後に、Check（点検・評価）については充分に慎重な検討が必要であるということを強調するため、Checkを Study
に置き換え、PDSAサイクルと称されるようになる。 
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保たれているように見える地域では、救急搬送のルールの見直しなどの工夫によ

る改善の可能性があると思われた。 

 

【図表 2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説）地図のグレーの部分は、搬送に 1 時間以上かかる地域を示し、赤になればなるほ

ど、医療提供量は需要に比して少ないことを示している。当時の奈良県の場合、脳

卒中に対応できる病院は北に集中しており、日中には需給バランスは比較的保た

れているように見える。夜間では、北西部でも需給バランスが崩れ、医療提供量が

不足になることが示された。 

 

（２）課題を抽出するツール；TOC（Theory of Constraints : 制約条件の理論） 

 

どうやればより良い救急体制にすることができるか、どこに解決策があるかを

考えるために活用したツールに TOCがある。TOCは全体最適化を目指したマネジ

メントのためのツールで、その目的は、マネジメントをよりわかりやすく誰の目

でみても理解できる枠組みにあてはめ、科学的にとらえることにある。 

 

TOC の全工程をここに記載することは難しいが、考え方の根本は、「因果関係

に基づいた問題解決」である(青木 and 大田 2006)。またその因果を示す要素は、

疫学的に証明されたエビデンスだけでなく、人々の常識なども因果として考える

ことができるため、エビデンスとナラティブを統合した意思決定のツールとして

有用と言える。救急体制の課題を抽出する工程は、まず「問題となっている事象」

をいくつか書き出すところからスタートした。その後、なぜそのような事象が起

こってしまったのかをグループワークで書き出した上で、それらをツリーのよう
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に因果関係でつなげていく。その後、問題行動でできているツリーを打破する条

件、つまり解決策を探っていった。 

 

救急体制における問題のツリーと、最終的にまとまった課題と解決策を以下に

まとめた。 

 

【図表 3】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説）上図は、TOC を活用して作成したツリーの概要であり、下図が最終的にあがった課

題と打開策である。この打開策にあがった機能を e-MATCH システムに搭載した。 
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（３）救急搬送のルールの見直し 

 

最終的に抽出された救急医療体制の課題と解決案の中で、いくつか重要な部分

を説明しておく。 

 

◆救急搬送における全体最適化と搬送先の選定 
前述の脳卒中の調査で、受け入れをしていない医療機関に搬送されているケー

スが多いことがわかったが、なぜそのようなことが起こるのかについて検討した。 

 

救急搬送は、搬送時間、照会回数が基本であり、それを重症度で層別化したり、

産科・周産期、小児のように特殊な診療科で層別化したりして評価されてきた。

この評価指標であれば、救急患者が発生した場所から最も近い医療機関に運んで

しまえば、評価が高いということになってしまう。しかし、果たしてそれで良い

かという疑問があった。 

 

患者の視点から見れば、救急搬送は、自分が病気になってから医療機関に運ば

れ、入院し、適切な治療を受け、退院して社会復帰するまでの一連の経過におい

て、自宅と医療機関をつなぐ最も重要な役割を担う。もし自分の病気を診療でき

ない医療機関に運ばれてしまったら、入院から社会復帰までの期間が長くなるか

もしれないし、期間が変わらないとしても適切な治療が受けられなかったために

QOLが低下するかもしれない。搬送先の選定には、救急搬送の時間が早いという

だけでなく、患者の疾患に対応できる、適切な搬送先に運ばれる視点、また、医

療機関に受け入れられてからの患者の転帰を確認できることが重要になると考

えた。これはまさに、救急搬送の部分だけでなく、疾患の発生から社会復帰まで

の救急医療の全体最適化に焦点をあてたと言える。 

 

具体的に脳卒中を例にとれば、脳梗塞は rt-PAの投与で予後が改善することが

示されているが、4.5時間以内の投与が強く勧められ、かつ早ければ早いほど良

いとされている(脳卒中ガイドライン［追補 2019］委員会, 2015)。しかし、rt-PA

の投与はまだ、専門医が所属する医療機関に限られ、梗塞後出血の危険性も考え

脳外科との連携あるいは自院内に脳外科がある医療機関とされている。患者の容

態が、脳梗塞の可能性が高く、発症してから間もないのであれば、適切な医療を

受けられるように、救急隊は患者の容態に合致した搬送先を選定する必要がある。

また、その搬送先が正しかったか、救急隊も医療機関も患者の転帰を確認するこ

とで次の搬送の質を向上させることが可能になるのである。 

 

◆搬送・受け入れの実施に関する基準 
e-MATCH システムの考案から開発時期に一致して、2009年に消防法が改正され、

都道府県において搬送・受け入れの実施に関する基準が策定されることになった。

基準は消防法 35条の 5に記載され、1〜7号が定められた。この基準は、疾患を

ベースとして、患者の病態に応じた医療機関への搬送を行うためのルールであり、
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我々が考えていた救急体制の見直しの方向性と完全に合致していた。 

 

【図表 4】搬送・受け入れの実施に関する基準 

基準（法第 35 条の 5） 具体的方策 

1 分類基準 病態・重症度に応じた対応医療機関の分類ルール 

2 医療機関リスト 分類基準に基づいた対応医療機関のリスト 

3 観察基準 対応医療機関を選定するための傷病者観察のルール 

4 選定基準 病態・重症度・緊急度に応じた搬送先選定ルール 

5 伝達基準 医療機関への傷病者の状況を伝達するためのルール 

6 受入医療機関確保基準 受入医療機関が速やかに決まらない場合のルール 

7 その他 搬送手段の選択、災害時のルールなど 

 

奈良県では、基準を策定するために、疾患別の協議会が開催され協議されたが、

我々も参加し基準の策定にも関わった。 

 

基準の策定にあたって我々が提案したのは、緊急度判定の考え方を含めること

であった。当時まだ緊急度判定は、救急搬送において救急隊と医療機関の連絡ツ

ールとしての活用が浸透していなかった。集計・報告される患者の状態として、

救急活動記録に医療機関で判断され記録されるのは、入院日数が目安となる重症

度であった。 

 

緊急度判定とは、患者の重症感やバイタルサイン、生理学的評価から判断され

る、生命や障害の危機を回避できる時間的な猶予を示し、緊急、準緊急、低緊急、

非緊急の基準が決められている。搬送の受け入れを要請する救急隊と、受け入れ

る医療機関が、共通言語である緊急度を用いることにより、より的確な病院前救

急と医療機関の連携が実現できると考えたのである。 

 

◆意思決定のための情報 
ヘルスインフォマティクスの背景を持つ我々は、e-MATCHシステムが、地域の

救急医療の評価や改善に資する情報を抽出できることが重要であると考えてい

た。そこでシステム設計の段階から、どのようなデータが蓄積されるべきで、ど

のような情報を算出するか、何度も議論を重ねた。ここで言う情報は、PDS(C)A

サイクルを回すための指標と言い換えることもできるが、意思決定をするユーザ

によって変える必要があった。 

 

救急隊へは、活動状況を示す適切な医療機関への照会割合などの指標、医療機関

に対しては、医療の質指標として扱うことができる疾患別の指標、行政に対しては、

搬送・受け入れの実施に関する基準そのものを評価できるよう、救急隊の疑い疾患

と医療機関の確定診断データを使った偽陰性・偽陽性、感度・特異度、陽性予測精

度・陰性予測精度などを自動計算してフィードバックできるようにした。 



  

9 Healthcare note No.21-03  
 

過去、救急搬送のデータは、管轄する消防本部間で連携されておらず、消防本

部と医療機関も連携されていなかった。そのため、救急隊の考えた疑い疾患と医

療機関の確定診断名を突合させるのは非常に苦労があった。e-MATCHシステムで

は、救急搬送された疾患の発症から、医療機関における確定診断と転帰まで一元

的に管理されるため、救急隊と医療機関のデータも予め連携されており、様々な

指標算出が可能となる。 

 

近年、医療に関するデータは、ビッグデータあるいはリアルワールドデータと

して二次利用が進められている。レセプトと健康診断の個人データを中心とした

NDB（National Database）や、各種患者レジストリは、厳格に定められたルール

のもと二次利用できるようになっている。e-MATCHシステムに入ったデータも今

後の救急医療の質向上を目指して、学問的にも活用できるよう、CSVでの抽出を

可能とした。e-MATCHシステムが地域全体で導入された場合には、住民の救急搬

送と医療に関する悉皆的なデータが蓄積されることになり、疫学調査として研究

応用も可能な大変貴重なデータとなる。 

 

【図表 5】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説）e-MATCH システムは、救急車にタブレット端末を搭載したことから、救急隊の業務

用システムというイメージが強いかもしれない。もちろん、業務用として業務を効率

化する視点は重要であると考えていたが、それと同様、あるいはそれ以上に地域

における救急医療を担う関連機関の医療の質に資する指標のフィードバックを意

識したのである。 
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５．多職種でのプロジェクトにおけるコミュニケーションの重要性 

 

◆開発に携わったメンバー 
開発チームには、行政、実際に現場活動を行っている救命救急士や救急医、ヘ

ルスインフォマティクスの専門家、パブリックヘルスの専門家、システムエンジ

ニア、プログラマ、デザイナー、ユーザインターフェイス専門家が加わった。全

てのメンバーは、課題の抽出を行うステップから参加した。デザイナーとユーザ

インターフェイス専門家の参加は、特徴的であったと思う。ユーザビリティとは、

ユーザが希望する機能を兼ね備え、かつ使いやすさと高い質の実現を目指すもの

であるが、救急隊が患者を目の前にした時、どのような流れで医療機関選定まで

行うか、また、医療機関はどのように患者を受け入れ、どのような情報を発信し

たいか、システムに係わるユーザの思考の流れに沿って、無理なく自然に医療機

関選定と患者受入ができるシステムを構築していった。視認性を高めるための画

面のボタンの配置や、色使いにもこだわった。 

 

画面のデザイン設計は、ペーパープロトタイピングから始まった。ペーパープ

ロトタイプは、文字通り画面の案を手で書いて共有するものであるが、皆で協議

がしやすく、実際のユーザにイメージしてもらいやすい。ホワイトボードや模造

紙と付箋紙を使えば、システムの専門家でなくても、いくらでも変更できるため、

自由にアイディアを出せるなどの利点がある。 

 

◆チームビルディング 
専門性も実績も違うメンバーで構成するチームで開発をしていくにあたって

は、強力なリーダーシップはもちろんであるが、チームビルディングも重要であ

る。メンバーは、普段使っているテクニカルタームが違うため、お互いにコミュ

ニケーションをとる難しさを感じる場面も多かった。我々は、チームビルディン

グにおいて、MBTI®（Myers-Briggs Type Indicator）というツールを活用した(園

田, 2011)。自分のものの見方や判断の仕方を類型化し自己理解を深めることに

より、お互いの理解をも深め、チームビルディングしていくものである。20 年

以上の学問的裏付けのある国際規格であり、米国の企業などでは一般的に行われ

ている心理検査の一つである。日本でも自己理解を深め、患者とのコミュニケー

ションの向上のために、一部の医療機関や大学で、研修医教育や医学部生の教育

に取り入れられている。 

 

本ツールが良いのは、自己理解を深めていくグループワークの中で、他者のコ

ミュニケーションの取り方の違いを体感できる時間が持てることにあると思う。

当初このツールを使うことに対して抵抗感を示したり、意義を感じないと訴える

メンバーもあったりしたが、グループワークが終了する頃には良好なコミュニケ

ーションがとれるようになり、システム開発がスムーズに進んだ。 
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６．できあがったシステムと効果 

 

開発したシステムの全体像と、タブレット端末上の画面イメージを示す。 

画面は現在更新されており、ここに示しているのは初代の画面である。 

 

【図表 6】 
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e-MATCH システムで実現したしくみは、総務省消防庁から通知された「救急業

務において活用される ICT（情報通信技術）の標準的な機能について（通知）」

（消防救第 150号 平成 25年 9月 13日）において示された ICTに備える各種機

能の 6項目を全て準拠したものとなった。 

 

基本的な使い方は以下の通りである。 

 

① 救急隊は現場に到着すると、緊急度を判定するためのバイタルサインと「搬

送・受け入れの実施に関する基準」を満たした病院リストを抽出するために、

疑い疾患と、そこに設定された特異的な症状を選択してタップする。すると、

システムに組み込まれたアルゴリズムによって自動的に判定された緊急度

と、選択された「搬送・受け入れの実施に関する基準」名称が、画面上に確

認できるようになる。 

② ①でタップして得られた患者の疑い疾患および状態に対応可能な医療機関

が、現場から近い順に表示される。救急隊はその中から患者を照会したい医

療機関を選択し、自分達が入力したデータを医療機関に連携する。 

③ 照会を受けた医療機関は連携された全てのデータを確認し、現在の受け入れ

可否を電子的に救急隊の端末に知らせる。 

④ 救急隊は、電子的に受け入れ可となった医療機関に搬送を行う。 

 

この一連の操作で入力データは、全てクラウドサーバーにあがり、1搬送ごとに

一元的に管理される。 

 

◆奈良県での導入後の効果 
e-MATCH の導入による効果は、総務省 2014(平成 26)年度版 地域 ICT利活用事

業事例集（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/local_sup

port/ict/data/152/k078819_jirei_h26.pdf）で確認できる。 

 

導入前の 2011(平成 23)年 4 月～5 月と導入後の 2012(平成 24)年 6 月～1 月を

比較すると、重症外傷患者の現地活動時間 30分以上の割合が、25.3％から 15.2％

と 10.1 ポイント減少し、重症外傷の現地での照会回数 4回以上の割合が 15.4％

から 9.7％と 5.7ポイント減少した。また、どの疾患においても、受け入れがで

きると表明している医療機関に搬送された患者の割合（適正照会割合）が、50％

程度から 90％程度まで上昇していた。 

 

数年を経た最近では、奈良県立医科大学救急医学から日本救急医学会にて、

2014 年〜2016 年の 3 年間で、腹痛で搬送される患者の覚知から病院へ搬送され

るまでの時間が、奈良県全体で 44.7分から 40.9分へ改善し、病院照会回数 4回

以上の比率は 8.7％から 4.4％に改善したことが報告された。継続的な改善の理

由は、e-MATCHシステムを運用し続けていることによる直接的な効果というより

は、e-MATCHシステムからのフィードバックを根拠として、関係者がより質の高
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い救急医療体制を構築した結果であると言える。 

 

導入直後は、e-MATCHシステムから抽出されるデータを有効に活用できている

とは言えない状況であった。しかし、システムが稼働してから数年を経た今では、

ユーザの現場での e-MATCHシステム利用の習熟度が増すことで、精度の高い情報

がフィードバックされるようになったと推測される。また意思決定のためにモニ

タリングすべき指標も明らかになり、関係各所がしっかり協議する体制が整った

のではないかと思う。こういった効果は、システムの評価として数値化しにくい

部分だが、大切な効果の一つではないかと思う。 

 

 

７．まとめ 

 

本稿では、救急医療管制支援システムである e-MATCHシステムの開発経緯につ

いてまとめた。 

 

近年 DX（デジタルトランスフォーメーション）が加速しているが、既存のし

くみをそのままデジタル化しても意味はないとの話がよく出てくる。 

 

e-MATCH システムの開発にあたっても、課題解決のために、ICT 化することが

目的ではなく、課題をいかに解決するか、根本に立ち返って救急医療の質を向上

するシステムを考えることが重要であった。課題解決のシステム実現のためには、

現場で実際の業務に関わる行政や医療従事者をはじめ、システム技術者やデザイ

ナーなど、様々な専門家が同じテーブルについて対等に議論することが重要であ

り、さながら患者を中心とした多職種連携のようにプロジェクトを進める必要が

あった。 

 

さらには、PDS(C)Aサイクルを回せるしくみ作りと、次の世代の新たなしくみ

を生むための研究への活用が重要であり、今後も益々デジタル化が進む中で、こ

の根本的な考え方は変わらないのではないかと思う。 

 

最後に e-MATCHシステムは、バーズ・ビュー株式会社によって現在もアップグ

レードされ続けており、新たな機能の追加と運用が継続されていることをここに

申し添える。 
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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 
     
 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 

     
 21.02.22 21-02 なぜ自治体病院は経営的に赤字になるのか？ 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 松阪市民病院 総合企画室 副室長 
        世古口 務 
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