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１．はじめに
高齢社会の到来は先進諸国共通の課題であり、日本は 2000 年の介護保険制度
創設によって介護を社会で支える仕組みをいち早く作った。しかし、老年人口増
加に対する生産年齢人口減少という、介護を支える深刻な担い手不足がクローズ
アップされ、社会問題化した。そこで注目を浴びたのが外国人介護人材である。
2008 年度にインドネシアとの経済連携協定（EPA）による外国人介護福祉士候
補者が最初に入国して以来、外国人介護人材に対する期待は高まり、現在はコロ
ナパンデミックで中断しているものの、ポストコロナになれば就労者数は増加す
るであろう。
一方で、外国人介護人材の育成をシステムとして捉えた場合、いまだノウハウ
が充分に蓄積されていないこと、育成過程から得られる知見の形式知化・構造化
が充分になされていないという課題がある。これらの解決への一事例として私た
ちの取り組みを紹介する。

２．外国人介護人材への期待と課題
2015 年 6 月、厚生労働省公表の「2025 年に向けた介護人材にかかる需給推計
（確定値）について」によれば、2025 年の介護事業サービス需要推計に対する
介護人材不足は 37.7 万人となっている。この報告書によって、超超高齢化に対
する支え手の不足が浮き彫りにされ、介護を社会システムとしていかに持続可能
にするかが問題提起された。
国は介護の支え手不足に対する政策として、経済連携協定（EPA）による受け
入れ（2008 年度インドネシア、09 年度フィリピン、14 年度ベトナム）、出入国
管理及び難民認定法改正による「在留資格・介護」の創設（2017 年 9 月）、技
能実習法施行による外国人技能実習制度への介護職種の追加（2017 年 11 月）、
再度の出入国管理及び難民認定法などの改正による新しい在留資格「特定技能」
の創設（2019 年 4 月）と法制整備を行ってきた。その結果、介護業界からの期
待は高まり、いかにして外国人介護職を採用し、介護現場に受け入れ、共生する
かといったセミナーが数多く開催され、雑誌などの特集企画も多く見られるよう
になった。
在留資格を得るための「EPA」「在留資格・介護」「介護技能実習」「特定技
能・介護」は、各々目的が違い制度としての建付けも違う。それらをまとめたも
のを図表 1 に示す。
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一方、就労する側の外国人人材の活動領域も当初の介護サービスのみならず、
障がい福祉サービスや医療からのニーズ増大とともに確実に広がりを見せてい
る。しかし、このような状況ではあるものの、人材育成に定められたルールやガ
イドラインがあるわけではなく、送り出し国側の教育機関や入国後の受け入れ機
関・施設、その間に介在する諸機関が各々の方針や実情に合わせて介護の職業訓
練を行っているというのが実情である。
外国人介護人材育成を送り出し国側から入国後までにわたる一貫のシステム
として捉えて、システムの完成度を高めるための仕組み作り、育成事業者間のノ
ウハウ共有によるレベルアップが必要と考える。
【図表 1】外国人介護人材受け入れの仕組み（制度）

（出所）厚生労働省 社会・援護局資料

３．外国人介護人材育成の考え方と実際
社会医療法人愛仁会は政府が主導するアジア健康構想に基づき、社会医療法人
ペガサス、社会医療法人生長会と共に在阪三医療法人の共同事業（以下 APS コン
ソーシアム）としてハノイに日本式介護の学校（以下 スキルラボ）を開設し、
技能実習生（在留資格：介護技能実習）として日本で介護技術を磨き、その後
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母国に帰還して日本式介護を伝えるリーダーとなるべく国際介護人材育成事業
（以下 APS 事業）を行っている（詳細は Healthcare note No.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』参照）。アジア健康構想と
APS 事業の関係を図表 2 に示す。
【図表 2】アジア健康構想と APS コンソーシアム事業

この事業によって、2019 年に 25 名、20 年に 19 名の計 44 名が来日し、現在
APS コンソーシアムの施設で OJT による教育訓練を受けている。44 名の配属先は
特別養護老人ホーム 14 名、介護老人保健施設 10 名、急性期病院 9 名、回復期病
院 11 名で 55％が介護保険施設、45％が病院である。介護職確保が困難な以上に
病院の看護補助者確保の困難さは深刻であり、コロナ禍によって医療資源のひっ
迫が大きな問題となり、医療現場にかかる負担が極めて増大している状況下で医
療従事者の離職が増加しており、その補充ができない現場はさらに負担がかかる
という悪循環が発生している。そのような中で APS の技能実習生たちは母国から
遠く離れた日本の医療や介護の現場を支える大きな力になっていることは言う
までもない（写真 1）。
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【写真 1】医療現場での APS 技能実習生（右：看護補助者として看護師と協働）

APS 事業の全体構造を図表 3 に示す。事業は 3 つのフェイズに分かれ、フェイ
ズ 1 はハノイのスキルラボで基礎教育を施す。スキルラボへの入校条件は 3 年制
看護短期大学卒、日本語 N4 取得1。7～8 ヵ月の現地教育でスキルラボ修了時は日
本語 N3、介護技術は介護職員初任者研修レベルである。その後、フェイズ 2 で
来日、3 年間の在日期間中に日本語 N2、介護技術はキャリア段位レベル 3 を目指
す。さらにフェイズ 3 は母国に帰還して日本式介護を伝えることができるリーダ
ーとしての能力を獲得する。
【図表 3】APS 事業の全体構造

1
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日本語能力試験 認定レベル（目安）
N1：幅広い場面で使われる日本語を理解することができる。N2：日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、幅広い
場面で使われる日本語をある程度理解することができる。N3：日常的な場面で使われる日本語をある程度理解すること
ができる。N4：基本的な日本語を理解することができる。N5：基本的な日本語をある程度理解することができる。
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フェイズ 1 の基礎教育、フェイズ 2 の OJT 教育は教育研修計画に基づいて行わ
れ、ある期間における到達目標が設定されている。この教育研修計画は APS コン
ソーシアム・コアメンバー会議（APS の三法人から選抜された約 30 名の事業推
進合議体）によって策定され、計画の遂行がコントロールされる。この過程にお
いて到達目標（到達内容・到達時期・効果性など）に対する乖離が発生するが、
大切なことはその乖離のレベルを測定し、乖離の原因を追究し、是正や改善に向
けた対策が打てるかということである。介護人材育成システムの中に QMS
（Quality Management System）の機能が備わっているか否かが重要なのである。
この QMS の考え方は品質管理の世界では共通言語として確立されたものであり、
品質管理システムをデザインする上で必須のものである。図表 4 に APS 事業の
QMS 構造図を示す。
【図表 4】APS 事業の QMS 構造図

４．人材育成システムとマネジメントレビュー
QMS 構造図は APS 事業を PDCA サイクルに乗せて表現したものである。PDCA の
Do にあたる『D:設計・育成』では、ハノイ・スキルラボで「介護の日本語教育」
「介護技術教育」「コミュニケーションスキル」を前述のフェイズ 1 として教育
し、その後、フェイズ 2 の来日によって、APS コンソーシアムの配属施設でのキ
ャリア・ラダーによる介護人材育成に移行する。教育・育成のプロセスに不良が
あればその結果は到達目標に至らず乖離が発生する。この乖離は到達目標＝『要
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求レベル』と、現実＝『実績』の差として捉えることができ、これが品質管理で
言う『問題』である。この『問題』の程度を測るには、目標と実績の対比、プロ
セス不良の見極めが必要であり、これらがしっかりなされないと問題の所在の確
認、問題の深刻度（悪さ加減）の評価、問題発生の原因追及などができない。そ
のための現場からのフィードバックが『マネジメントレビュー』であり、そのマ
ネジメントレビューによってプロセスに介入し、改善のための是正が行えるか否
かで品質管理システムとしての機能の良し悪しが決まる。最も重要な部分は『C：
分析・評価』から『A:対策・実行』に至る部分である。
マネジメントレビューにはハノイ・スキルラボでの教育計画（シラバス的なイ
メージ）に基づいて、実習生個人ごとの技術習得に係る評価、評価に基づく指導
（問題発生時の是正として）、OJT における時系列的チェックリストといったも
のが使用されるが、レビューは教育を行っている当事者である APS 側（インサイ
ド）によってなされる。

５．『キャリア育成支援』 アカデミアとの協働
インサイドに対してアウトサイドの視点からシステムの機能向上や成果のレ
ベルアップにつなげることができないか？この視点で企画されたのが富山短期
大学 健康福祉学科 小平准教授との『キャリア育成支援』である。PDCA サイク
ルにおいての Check には多面的な評価が必要であることは言うまでもなく、実務
的な視点だけではなく学際的視座からの知見を QMS に反映させるための試みを
行っている。アカデミアとの協働による成果物から多くの知見を得ることができ
る。
フェイズ 2 はキャリア育成を基本に置いた APS 施設での OJT が中心である。現
場におけるキャリア育成をシステムとして行っている。現場の OJT の教育成果は
「スキル」と「知識の修得の有無」を測定することによって明らかにすることが
できる。それらスキルと知識の修得を支えるのは “意欲”“向上心”“就学心”
であるが、通常目に見えるものではない。その目に見えないものを産業・組織心
理学の手法を使って可視化することで、OJT を行う技能実習生の成長や直面して
いる問題が明らかになり、OJT での指導効果を高めることができる。
また、キャリア形成・開発という OJT 現場と異なる視点からのアプローチは実
習生が自らの成長過程を俯瞰的に捉えるきっかけとなり OJT の効果を高める。
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６．モチベーション定量調査 ・ デプスインタビューによる定性調査
技能実習生が日本語スキル、コミュニケーションスキル、介護スキルを上げて
いくには、それらのベースとなる「モチベーション」と「職務に対する満足度」
を高い状態で維持することが大切である。それには前述の産業・組織心理学的手
法による内面の可視化によって実習生個々の内面の状態を把握する必要があり、
それによって個人別にきめ細かなアプローチが可能となり効果的に対応できる。
具体的にはモチベーション×職務満足度の定量調査法を開発し、同時にその定量
化された結果の裏付けとしてのデプスインタビュー（深層面接法）による定性
的・質的調査を併せて行うことで、実習生個人ごとの評価法を確立した。
定量調査法は、設問シート（図表 5）に従って 4～6 ヵ月おきに同じ質問で実
施する。設問は「1.仕事への思い」「2.介護肯定感」「3.援助行動の質」のカテ
ゴリーからの総数 39 問で構成され、各々の設問が X 軸：モチベーション、Y 軸：
職務満足度のどちらかに属するように設定されている。設問ごとに「思わない＝
1 点」から「強く思う＝4 点」までの点数化された回答を集計する。
【図表 5】設問シート（抜粋）

設問シートから得られた X・Y 軸の点数を技能実習生ごとにプロットし、入国
から経時的にその変化をグラフ描画したのがモチベーション定量調査の散布図
である。散布図は実習生ごとに X 要素・Y 要素の 1 設問あたりの平均点×100 を
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プロットとしている。したがって、すべての設問に対する回答が「思う」であっ
た場合に X・Y は各々3.00 点×100＝300 点となるのでこれを仮の基準値とし、X
軸・Y 軸共に 300 点以上の第一象限にプロットされたならば問題がないと判定す
ることにした。
通常、散布図は X 軸要素と Y 軸要素の相関性を可視化することにより評価する
ために作成されるので、2 つの軸は特性（結果）と要因（結果に影響する要素）
というように、異なった尺度として何かしらの関係性があると思われるデータを
用意する。しかし、本調査では、X 軸のモチベーションと Y 軸の職務満足度は、
双方が特性（結果）にも要因にもなり得る似通った尺度である。散布図はむしろ
意図的にそのような設計にし、それぞれの指標の変化を捉えている。
その理由は、図表 5 の設問シートの回答によって X 軸・Y 軸の点数のいずれか
または双方が基準の 300 点より下回ることによって、散布図上の第一象限（X・Y
軸とも 300 点以上の領域）以外の象限にプロットされることを鋭敏に捉えること
ができ、それを主眼に置いたからである。また、第一象限から他の象限にプロッ
トが移動することで、入国後の職場でさまざまな困難に遭遇して発信される心配
や不安の SOS メッセージに対して早い段階で対応することが可能になると考え
たからである。
図表 6 は、2019 年 4 月に入国したクラス（11 名）の入国時と、その 6 ヵ月後
である 10 月、さらにその 4 ヵ月後の 2020 年 2 月の散布図である。
入国時 4 月のデプスインタビューでは「自分たちはベトナムの看護師であるこ
とのプライド」「日本で介護の仕事をすることへの期待」「日本語が上達するこ
とへの期待」といった肯定的かつ前向きな発言が多く、クラス 11 名のプロット
は X 軸のモチベーション・Y 軸の職務満足度共に基準値 300 点を超える高いレベ
ルを示した。
その後、入国時には比較的まとまった位置にあった実習生個々のプロットは、
6 ヵ月を迎える頃にはバラツキを見せ始める。技能実習生の内面の変化は散布図
上のプロットの移動として現れる。高いモチベーションで入国した実習生が施設
に配属され、OJT が進むにつれて新たな業務上の目標が設定される。その目標は
ゆっくりとではあるが次第に高い要求レベルに移行してゆく。もし、求められる
レベルに対する不安や不満が芽生え、それが大きくなったならば個々のプロット
位置は変化する。図表 6 において入国直後と比較して 6 ヵ月後のプロットにバラ
ツキが見え始めているのはこのような理由ではないかと考える。
実習生 A は、4 月の入国時にはモチベーション・職務満足度とも 300 点の基準
値以上であったが、10 月ではモチベーションは 330 点であったものの、職務満
足度 284 点と基準値以下となった。この時、実習生 A は「利用者からもたらされ
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る喜び」「自己の成長感」に関連するポイントが低下した。併せて行ったデプス
インタビューによって「自分の日本語が思ったほど通じず、他の技能実習生との
能力差を感じて仕事に踏み込めていないのではないか」という疑いが浮上し、実
習指導者が充分に時間を取ってヒアリングすることによって不安の原因を確認
し、実習生 A を違うチームに異動させて他のメンバーとの関わりを少し変えてみ
た結果、2020 年 2 月には職務満足度の改善が見られた。
散布図のプロットに大きな動きがあった場合、デプスインタビューで仕事や生
活の様子、悩みや困りごと、将来への思いなどについて尋ね、プロットの動きの
原因を探る。デプスインタビューは、被験者の考え・思い・行動実態を深く掘り
下げて聴取でき、質問への回答や反応を観察しながらその裏側にある理由・動
機・願望・不満・価値観などの深層心理に入り込んでさらに質問し、心の動きを
明らかにしていくことができる。
量的調査と質的調査は補完的な関係にあって調査結果の精度を高めていると
考えられ、両調査から技能実習生の心の動きをつかみ、双方からの結果を統合す
ることにより新たな知見を見出せると考える。
【図表 6】散布図によるモチベーション×職務満足度定量調査法の実際
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７．『入国後の経時的な内面変化(不安)のパターン』の現場へのフィードバック
デプスインタビューは入国直後から 2 年間行っている。これまでの 44 名の実
習生に対して行ってきた。入国からの経過（時間軸）に沿って時系列的にどの時
期にどのような「心配・不安」があるのかを言語データより抽出し『入国後の時
系列的な内面変化（不安）のパターン』としてまとめた（図表 7）。
例えば、入国時は多くの技能実習生が「自分の日本語が通じるか？」という心
配・不安を抱えており、入国 1 年もするとその心配・不安は薄らいでくるようだ。
一方で入国 4 ヵ月以降では現場で利用者・患者に接する機会も増え、より深い日
本語によるコミュニケーションの必要性に迫られる。例えば、高齢の利用者が使
う「方言」を聞き取り理解することは実習生にとって非常に難しい。
難しいことに直面すればその解決にはエネルギーが必要だ。難しいことは壁と
なって立ちはだかり、壁を乗り越えるための努力を求められる。業務遂行上の要
求レベルを上げていくことは技能実習生にとっては目標が高くなっていくこと
を意味し、そこには当然、目標達成への精神的な圧力がかかり、結果として心配
や不安が生じてくる。心配や不安に対してきめ細かく指導する体制が整い、適切
に介入して業務遂行上の支援ができれば、心配や不安が解消され自己達成感が満
たされ、また次なる目標にチャレンジするという良い形でモチベーションサイク
ルが回っていく。
【図表 7】入国後の時系列的な内面変化（不安）のパターン

少し細かく図表 7 を見ると、入国直後の不安は日本語の難しさ、異国の職場に
入るという不安、慣れない職場での人間関係、日常生活での買い物・ごみ出し・
交通機関（公共交通ネットワーク）での乗り換えや乗り継ぎなど、不安の種は尽
きず多岐にわたる。しかし、一年も経過する頃には記録のパソコン入力、夜勤、
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看取りといった場面に遭遇し、そこで自らの介護技術や能力の至らなさといった
ことに不安は変化していく。
日本語スキル、介護スキル、業務上のコミュニケーションスキルに関する不安
を解消するためには、入国から期間を区切っての到達目標を設定し、職場の指導
者（技能実習指導者やプリセプター〔先輩指導者〕）が目標に到達できるよう計
画的な支援を行うことが重要である。
介護技術や技能を獲得するための計画は実習生個人ごとに策定されるべきも
のであるし、目標達成に苦労すると、散布図の X 軸のモチベーション、Y 軸の職
務満足度は低下するであろう。そこでデプスインタビューの「当事者からのこと
ば」と突き合わせることで不安や不満、心配といった内面の変化が明らかになる。
重要なことは、個々の実習生が介護人材としての教育育成の過程における問題
（前述『４.人材育成システムとマネジメントレビュー』で述べた、到達目標＝
『要求レベル』と、現実＝『実績』の差として捉えることができ、これが品質管
理で言う『問題』である）がモチベーション×職務満足度の定量調査（散布図）
とデプスインタビューによる定性的な質的調査に描出されるということであり、
その描出される問題に対する是正措置を講じることが教育育成システムの機能
として備わっているかということである。そのためには、定量・定性調査双方の
結果を現場にフィードバックし、そこから問題が発生する原因を究明し、原因を
取り除くことによって是正・改善を進めるという QMS の機能が備わっていること
が必要なのである。

８． まとめ
人材教育・人材育成には仕組みが必要である。学校教育にしろ職能教育にしろ、
教育の質を担保しているのはシステムであり、そのシステムが教育の目的に対し
て適正に機能していなければならない。APS 事業はアジア健康構想に基づいて
ベトナム－日本－さらに母国ベトナムへの帰還後という国境を跨いだスキーム
の中で、最終目標はベトナムに日本式介護を伝えるリーダーを育成するというも
のである。
そのため、ベトナム－日本を結んでの一貫した人材育成システムを構築し、
『品
質管理の考え方』に基づく QMS で制御している。QMS の根幹はマネジメントレビ
ューであり、APS コンソーシアムが管掌するベトナム現地のスキルラボから日本
入国後の配属施設での OJT による育成プロセス（インサイド）とアカデミアの視
点による『キャリア育成支援』（アウトサイド）からの双方のマネジメントレビ
ューが統合されて現場にフィードバックされることによって、人材育成の質を担
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保している。
今はまだ、発展途上の本システムであるが、経験からの暗黙知を蓄積しながら
更なる形式知化・構造化を行い、様々なチャンネルを通じて発表や発信すること
で批評を仰ぎながらその完成度を高めていきたい。
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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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バックナンバー

【2021 年発行分】

発行日

No.

タイトル

執筆者

21.01.29
09. 9.25

21-01
09-24

コロナ禍における介護事業経営とは
（寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について

09. 9.30
21.02.22

09-25
21-02

（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
なぜ自治体病院は経営的に赤字になるのか？

09.10.30
21.03.31

09-26
21-03

（寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点
救急医療管制支援システム(e-MATCH)の開発について

編集主幹 市川
剛志
編集主幹
市川 剛志
寄稿 税理士法人
天晴れ介護サービス総合教育研究所株式会社
執筆
山田＆パートナーズ 医療事業部
代表取締役
税理士
高橋 琴代
榊原 宏昌
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
編集主幹
市川 剛志
加藤 友彦
寄稿 税理士
松阪市民病院
総合企画室 副室長
世古口
編集主幹
市川務剛志

21.04.26

21-04

ICT がつなぐ、あなたの医療と介護

編集主幹 市川 剛志
寄稿 特定非営利活動法人
滋賀県医療情報連携ネットワーク協議会
代表常任理事
本多 朋仁
常任理事
永田 啓

21.05.31

21-05

小規模病院による地域医療課題の解決

編集主幹 市川 剛志
寄稿 医療法人社団守成会 広瀬病院 理事長
廣瀬 憲一

21.06.30

21-06

光免疫療法を基にした楽天メディカル社の医薬品・医療機器開発
― 頭頸部癌における新たな治療選択肢 ―

編集主幹 市川 剛志
寄稿 楽天メディカルジャパン株式会社

21.07.26

21-07

救急医療現場から起業した経緯について

編集主幹 市川 剛志
寄稿 国立大学法人千葉大学
大学院医学研究院救急集中治療医学教授
中田 孝明

執筆
税理士法人
山田＆パートナーズ 代表社員
編集主幹
市川 剛志
加藤 友彦
寄稿 税理士
特定非営利活動法人
ヘルスサービス
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 R&D センター（CHORD-J）
ディレクター
～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
大田 祥子
弁護士
住田 昌弘
理事長
（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation
note、その他はHealthcare note。
脇田 紀子
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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
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外国人介護人材（ベトナム）育成の取り組み
〜人材育成システムとQMS（Quality Management System）〜
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