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１．介護保険施設を取り巻く環境変化 

 

2021（令和 3）年の 75 歳以上の高齢者数は 1,880 万人と人口の 15％に達し、

平均寿命の延びも伴って介護サービスへの需要はますます高まっています。2025

年には団塊の世代が全て 75 歳以上となるため更なる高齢者数の増加が見込まれ

ています。 

 

 一方、介護サービスを提供する保険施設の経営を取り巻く環境は、ここ数年特

に難しい状況となっています。2019（令和元）年度における介護老人福祉施設の

平均サービス活動収益対経常増減差額比率は 2.1％1と過去最低を更新しました。

また経常収支比率は過去 15年で低下を続けており、今では全国で 35％近くの施

設が赤字での運営となっています。 

 

【図表 1】経常収支比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）令和元年度介護老人福祉施設等収支状況等調査 

 

 

経営環境悪化には大きく三つの要因が挙げられます。 

 

①人件費等の増加： 
社会保障費が増加する一方で、最低賃金の段階的な引き上げに加え、少子化に

よる人材市場の縮小などに伴い、他産業との人材確保競争が激しくなっています。

そのような中で介護老人福祉施設における人件費総額は増加傾向にあります。

2002（平成 14）年には 57％であった老人福祉施設の売上高に占める人件費率は、

2019（令和元）年には 65.5％まで高まり、特に赤字法人に限ると 70％を超える

など経営を大きく圧迫しています。また、施設の建築費用や消耗品等その他の運

営費も昨今の物価上昇に伴い、増加傾向にあります。 

                              
1 公益社団法人全国老人福祉施設協議会 老施協総研 介護老人福祉施設等「令和元年度収支状況等調査報告書」より 
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【図表 2】人件費率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）令和元年度介護老人福祉施設等収支状況等調査より由寿会作成 

 

②介護報酬の見直し： 
物価や人件費の増加にもかかわらず、介護報酬は加算の基本報酬化などにより

実質的な減算が続いています。特に 2018 年度制度改正の影響が大きく、職員と

設備を多く抱える老人福祉施設・老人保健施設等では損益分岐点に近い水準まで

収益が落ち込む要因の一つとなっています。 

 

③稼働の低下： 
介護需要が高まりを見せる反面、介護サービスの選択肢も広がったことで老人

福祉施設や老人保健施設などの従来型の介護保険施設は稼動が低下傾向にあり

ます。2019（令和元）年度の特別養護老人ホームの平均稼働率は 94.6％とピー

ク時の 2011（平成 23）年から 1.3％ポイント低下しており、特に赤字法人に絞

ると 93.3％まで落ち込むなど、法人毎の収益格差拡大の要因となっています。 

 

【図表 3】利用率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）令和元年度介護老人福祉施設等収支状況等調査より由寿会作成 
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今後、2040年に向け後期高齢者数が増加し、介護報酬の更なる見直し、人材獲

得の激化が想定される一方、老朽化した設備の修繕や更新も考慮すると、持続的・

安定的な法人経営に向け稼働率の向上・維持のための仕組みは不可欠となります。 

 

実際に、私が理事を務める社会福祉法人由寿会（以下、由寿会）でも、2018

年度介護保険改正により特別養護老人ホーム・老人保健施設の収益性が大きく悪

化したことを受け、施設運営の見直しに着手することになりました。介護の分野

では、人材の確保や見守りセンサーなど介護現場の業務改善については多くの外

部企業が多様なサービスの開発・提供を行っています。一方、集客や稼働改善に

ついては市場に有用なサービスが少なく、最初は手探りでの着手となりました。 

 

【図表 4】由寿会における収益改善の成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．社会福祉法人由寿会での取り組み 

 

（１）背景 

 

由寿会は、大阪府東大阪市を中心に特別養護老人ホームや老人保健施設などの

複数の介護福祉サービスを提供する中規模の社会福祉法人です。 

 

 収益改善に向けては、効果の大きい入所部門の稼働改善を目指し、入院や入退

所に伴う空床の穴埋めと、併設するショートステイの稼働向上に焦点を当てるこ

とにしました。また、IT ツールの開発やデータ分析など、法人単体では実施が

難しい部分もあるため、クラウド型予約管理システムの開発・提供を行う株式会

社ペースノートに協力を依頼し、課題解決に取り組みました。 
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【図表 5】稼働改善で直面する課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）新規獲得営業の罠 

 

多くの施設では、空床利用含めショートステイの稼働率を上げるためには新規

の利用者を増やさないといけない、そのためには、居宅介護支援事業所（以下、

居宅）のケアマネジャー（以下、ケアマネ）の元に足を使ってたくさん訪問営業

するべき、との考えが主流になっています。 

 

 由寿会も同様で、これまで施設長を通じて相談員に対し、とにかく訪問営業を

行え、新規利用者を獲得するべし、との号令を掛けていました。しかし、株式会

社ペースノート（https://www.pacenote.jp）が開発したクラウド型予約管理シ

ステム（以下、本システム）を導入しデータを分析していくと、新規利用者を獲

得しすぎても、結果として稼働率の改善には結びつかないことがわかってきまし

た。 

 

一例として、当初に最も新規利用者の多かった法人内の施設 A（従来型特別養

護老人ホーム, ショートステイ 10 床）の例を紹介します。施設 A では、本シス

テム導入前の 2020年当初、10人以上の新規利用が毎月続いていたにもかかわら

ず一向に稼働率が上昇しませんでした。 

 

当時の状況を、当該施設の相談員はこう振り返ります。「新型コロナウイルス

の影響で既存のお客さまの利用控えが増え、稼働率が下がり始めていました。必

死で新規の利用者を集めようと、ケアマネへの電話営業に力を入れました」 

 

懸命の電話営業の成果もあって、新規利用者の数は月間 20 人近くに達するこ

ともありましたが、稼働率は低迷し、前年同時期と比べ 20％も下がってしまい

ました。 
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相談員いわく、「新規利用者の数だけ契約が発生するため、とにかく面談、契

約業務で忙しかったです。ほぼ毎日面談があり、書類整理、面談結果のまとめ等

をしていると、気がつくと夕方になっていることが頻繁にありました。送迎も他

の職員に任せきりになっていました」 

 

本システムの分析によると、当該期間における新規利用者の再利用率が 30％

を下回っていることが分かりました。新規利用者が増えても定着せず、また新た

な利用者を集めるということが繰り返されると、相談員のみならず受け入れる現

場側も疲弊することにつながります。 

 

定着率を上げるためにはどうすれば良いか。利用者が定着しない理由はどこに

あるのか。前述の相談員はこのように話しています。「契約事務に追われ、フロ

アに上がって利用者様の様子を確認すること、送迎時にご家族やご本人と会話す

ることが後回しになっていました」 

 

この課題を解決したのが本システムの“フォローリスト”でした。従来は紙や

エクセルでアナログに管理されていたショートステイの利用予定表を、クラウド

化・デジタル化したシステムにしたもので、入力された情報を基に本システムが

独自に分析し、再利用につながる可能性の高い利用者を“フォローリスト”とし

て提案する仕組みとなっています。 

 

相談員により直感的かつ正確に予約の入力、管理ができるように配慮されてお

り、相談員からは、「新規利用者が 20 人もいる中では、すべての利用者の送迎

をして、ご家族に状況を報告して、利用者と会話して・・・、ということは不可

能でした。限りある時間の中で、フォローリストを見ながら時間を捻出していく

と、面白いように定着率が上がっていきました」という声が聞かれました。 

 

本システム導入後 2～3か月で利用者の定着率は 60％まで向上、結果として稼

働率も同時に大きく改善し、新規利用者獲得のために懸命に営業する必要もなく

なりました。 
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【図表 6】ショートステイ利用者の定着数の推移（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続的に稼働を維持するには、施設によっては「地理的制約などからそもそも

新規利用者が少ない場合はどうすればよいのか」という疑問を持つ方もいらっし

ゃるかと思います。 

 

新規利用者獲得に苦しむ、ある施設の相談員はこう話してくれました。「ペー

スノートの予約管理システムを導入するまでは新規利用が少ないと、仲の良いケ

アマネに電話して、ショートステイを利用しそうな方がいらっしゃらないか確認

していました。でも仲の良し悪しと、紹介してくれるかどうかは関係ないという

ことが、システムを導入して分かりました」 

 

相談員によっては、仲の良いケアマネ以外に、地域にどれだけの居宅支援事業

所があるのか、その連絡先を全て把握できていないことが多くあります。また、

営業についても電話や訪問が中心で、時間がかかる営業用 FAXの送信まで手が回

っていないケースも多く見られます。 

  

本システムでは、施設の利用予定表データと厚生労働省が提供する介護サービ

ス情報公開システムの居宅支援事業所の情報をつなぎあわせ、自施設の周辺の潜

在的な利用者の数やアプローチすべき居宅支援事業所のリストがデータベース

化されています。加えて、予約データとペースノート社が保有する全国の居宅支

援事業所リストを活用して FAXを自動作成し、周辺の事業所へ簡単に送信できる

機能も提供されています。 

 

「FAX機能を活用することで、これまで付き合いのなかった居宅支援事業所か

らの問い合わせが増え、新規で困った際に声掛けできるケアマネの数も増えまし

た。営業に関する業務はずいぶん楽になった気がします」という声も相談員から

聞かれました。 
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由寿会では、本システム導入後 1 年で全施設のショートステイ稼働率が 20％

以上向上しました。実利用者数も導入前の 1.5倍に増えたことで、特別養護老人

ホーム側の空床期間も大幅に短縮されました。結果としてコロナ禍にもかかわら

ず収益性を高めることに成功し、職員の採用や設備の更新など新しい投資に資金

を回せるようになりました。 

 

【図表 7】稼動率の改善結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．相談員業務の可視化の実際 

 

ショートステイの現場では、各法人各施設の相談員が経験に基づく独自の形式

で営業や予約管理などの業務を行っています。紙に手書きで管理されているケー

スや、法人内でも施設ごとに違うフォーマットのエクセルファイルを使っている

場合もあります。予約表は顧客情報、利用情報、営業情報などが詰まったデータ

の宝庫であり、由寿会では、これらのデータを活用することで施設の運営と相談

員の業務を同時に改善し、稼働率を大きく向上することを目指しました。 

 

由寿会では、ショートステイに特化した予約管理システム（本システム）を利

用し、相談員がクラウド型のスマート予約表に入力し、その情報を元に、施設の

運営状況や相談員の営業状況の可視化を行い、状況に応じて本システムから提示

された稼働率改善策を活用しています。これにより従来はアナログ・人海戦術で

あった予約管理・集客を科学的な分析により実行可能となりました。 
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【図表 8】ペースノートの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）予約業務及び予約管理 

 

ショートステイの予約管理は、利用期間中の部屋移動や、個室/多床室や性別

の区別、送迎時間の入力、特別養護老人ホームの空床利用など、一般的な宿泊管

理と異なる特殊な処理が多く存在します。本システムでは、どの施設のどの相談

員が使っても業務に支障が出ないよう、ショートステイに係るあらゆる業務処理

に対応しています。 

 

予約表において、各職員が使用するメイン画面は、新しい予約の作成や、既存

予約の延長・短縮・日程の変更など、相談員が日々繰り返し行う作業を、直感的

かつ正確に行えるよう配慮されています。 

 

【図表 9】スマート予約表 
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情報の更新については、クラウドの利点が活かされ、相談員が不在の際にも予

約状況の確認や入力が可能となっており、伝達ミスの減少や問い合わせ応対の品

質向上に配慮されています。 

 

（２）利用者の傾向や稼動状況等の見える化 

 

業務を遂行する上で入力された予約情報は、利用者情報と宿泊予約情報がデー

タベース化され、それに基づいて、施設ごと相談員ごとに強みと弱みが可視化さ

れます。同じ稼働率を実現している施設でも、一方は新規営業が強く、もう一方

は既存のお客様の定着率が高いなどが把握できます。前述の事例でも、定着率が

課題であることが判ったのは、これらの仕組みが常に動いているからです。 

 

これらの仕組みは、施設全体のデータだけではなく、利用者ごとの継続期間や、

宿泊、居宅の利用実績やパターンなどを総合的にデータ収集し、分析されます。

これにより、稼働率の改善に必要なアクションが見えるようになります。 

 

また、数字の集計やグラフ化を自動で行われるため、相談員の負担軽減につな

がっています。 

 

【図表 10】分析ノート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）新しい顧客の獲得とその定着 

 

自動的に分析された結果により施設の現状と課題が見えるようになったこと

で、ポイントを絞って改善に着手することができるようになりました。 
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例えば、稼働率を改善するための課題に応じて、下記の機能を利用しています。 

 

① 独自の居宅支援事業所データベースによる営業先の検索や絞り込み 

② 絞り込んだ先に対して「FAX配信の自動化」機能を活用 

③ 既存の利用者の中から一定のアルゴリズムにより分析された有望利用者

を「フォローリスト」として抽出し、業務管理に活かす 

 

これらの機能は現場の職員の PC の得意不得意に関わらず利用可能なもので、

多くの相談員によって活用され、稼働率の改善につながっています。 

 

【図表 11】居宅支援事業所データベース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．おわりに  

 

国と厚生労働省の在宅介護推進に伴って在宅介護者数やそのサービスニーズ

は今後も増加し続けていく中、特別養護老人ホームや老人保健施設など入所者向

け介護が中心であった社会福祉法人も、在宅介護者のニーズをくみ取り、対応し

ていく必要性がさらに高まっています。 

 

由寿会では、法人理念でもある「皆を幸せに・皆が幸せに」のスローガンの下、

地域の介護ニーズの受け皿として、幅広い層の高齢者やそのご家族に満足いただ

ける法人運営を目指しています。今後は、法人全体でのお客様満足度の向上と収

益拡大の両立に向け、ショートステイ向け本システムで培ったデータ分析の知見
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を活用し、更にデイサービスや老人保健施設における営業改善や業務改善にも取

り組む予定です。 

 

また、私自身、他業界から介護業界に転身した身として、業界のデジタル化/ICT

化の遅れは深刻であると感じています。外部企業を巻き込んだシステムやサービ

スの開発、職員の IT 知識の向上などを通じ、業界における生産性の向上や介護

で働く職員の地位向上に向け、少しでも貢献していきたいと考えています。 
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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 
     
     
     
     
     
     
     
                                                       

  
 



  

 Healthcare note No.22-02 14 
 

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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バックナンバー 【2021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。

 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 

     
 21.03.31 21-03 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 
    寄稿 特定非営利活動法人 
        ヘルスサービス R&D センター（CHORD-J） 
        ディレクター 
        大田 祥子 
        理事長 
        脇田 紀子 

     
 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 編集主幹 市川 剛志 
    ― 頭頸部癌における新たな治療選択肢 ― 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 

     
 21.08.23 21-08 外国人介護人材（ベトナム）育成の取り組み 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 人材育成システムと QMS（Quality Management System） ～ 寄稿 社会医療法人愛仁会 本部 国際事業統括部長 
        坪 茂典 
        富山短期大学 健康福祉学科 准教授 
        小平 達夫 

     
 21.09.21 21-09 新しく救急部門を構築するための戦略 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 救急医療は文化であり、システムである ～ 寄稿 社会福祉法人京都社会事業財団 
        京都桂病院 救急科 部長 
        寺坂 勇亮 

     
 21.10.18 21-10 最先端脳科学に基づく次世代脳トレ 編集主幹 市川 剛志 
   認知機能の維持・向上に向けて 寄稿 株式会社 NeU（ニュー） 代表取締役（CEO） 
        長谷川 清 

     
 21.11.29 21-11 転倒対策の最前線 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 要介護の原因第４位である転倒・骨折から日本人を守る ～ 寄稿 株式会社 Magic Shields（マジックシールズ） 
        取締役／ユーザー体験責任者 
        杉浦 太紀 

     
 21.12.20 21-12 糖尿病患者の方々の QOL 向上につながる 編集主幹 市川 剛志 
   採血のいらない非侵襲血糖値センサー 寄稿 ライトタッチテクノロジー株式会社 代表取締役 
        山川 考一 
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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。

 22.01.31 22-01 デイサービス送迎車の相乗りによる交通弱者支援サービス 編集主幹 市川 剛志 
   『福祉 Mover』 寄稿 一般社団法人ソーシャルアクション機構 
        代表理事 
        北嶋 史誉 
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