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【実務ノート】

自治体病院における戦略的人財管理
―看護サービスの原価企画から価値共創へ―

西野万寿子
勝田　　篤
丸山　洋三
石原　俊彦 

Ⅰ 医療における価値の創造

１ 高齢化と医療制度の設計
　日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しており、65 歳以上の人口は、現在 3,500 万人
を超えており（国民の約 4 人に 1 人）、2042 年の約 3,900 万人でピークを迎え、その後も、75 歳以上の
人口割合は増加し続けることが予想されている。このような状況のなか、団塊の世代（約 800 万人）が
75 歳以上となる 2025 年（令和 7 年）以降は、国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込
まれている。このため、厚生労働省においては、2025 年（令和 7 年）を目途に、高齢者の尊厳の保持
と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで
続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を
推進している 1）。
　医療制度の設計においては、その運営のあり方が世界的な問題となり、国の文化や人口構成など社会
的状況に大きく影響を受けることから、継続的に制度設計の変更が必要となる。日本においても、少子
高齢化を背景として、医療費負担、医師不足、救急医療体制、医療の質など、さまざまな問題を抱え、
すでに医療崩壊が現実の問題となり、医療の人的資源を巡って都会と地方の対立もある。
　また、これまでの医療提供においては、「医療の価値」を高めることが主な目標ではなく、代わりに
重点が置かれていたのは、短期的なコストを最小限に抑えることであった。その結果、医療システムの
さまざまな関係者が持つ戦略、組織体制、業務は、患者にとっての「医療の価値」と大きくずれてしまっ
ている 2）。この点は、非常に大きな現実的問題として認識する必要がある。
　医療における価値は、モニタリングや予防から、治療や継続的な疾病管理に至るまでのケアサイクル
全体を通して、その患者固有の病態に対処するなかで決まる。これを価値の文脈的価値あるいは利用に
おける価値といい、経済的な概念である交換価値とは、その分析の視点を大きく異にするものである。
こうした価値の分析研究は、現在の医療提供では個別の病態レベルでは行われておらず、また、ケアサ
イクル全体を通しても行われていない。しかも、専門性の高い看護師の介入が、ケアサイクル全体を通
して治療効果を高め、意思決定を支えることを、患者にとっての「医療の価値」として証明することが
難しい、という状況を斟酌することも重要である。政府は、専門性の高い看護師を、地域包括ケアシス
テムにおいても活用させていくことを求めている。しかし、病院外の活動に対して収益となる診療報酬
項目が少なく、患者のケアサイクル全体を継続的に管理していく医療提供体制を推進していくことが困
難な状況である。このこともまた、解決しなければならない現実的な課題である。

２ 戦略的人材管理の必要性
　このような状況において本稿では、自治体病院に期待される地域包括ケアシステムの推進には専門性
の高い看護師の活動が重要とされるが、必ずしもうまく活用されていないのではないかという問題意識
に基づいて、自治体病院における戦略的人財管理の現状と課題、そして、あるべき姿について主として
実務的な観点から考察する。
　本稿ではまず、自治体病院の現状と課題および専門性の高い看護師の活用の現状について、診療報酬
制度や先行研究も踏まえて整理する。そして医療システムにおけるさまざまな問題を、患者にとっての
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「医療の価値」という視点で捉える。そのうえで、これまで一つの疾患の治療に特化した報酬制度から
ケアサイクル全体における新たな医療提供体制の構築に向けて、看護サービスに病院管理会計の手法で
ある原価企画に基づいた考察を展開する。最後に、地域連携病院の看護管理者へのインタビュー調査の
内容と、それらを踏まえた戦略マップにおけるインタンジブルズとして価値共創のフレームワークを考
察することで、今後の地方自治体病院としてのあるべき姿を、看護師を中心とした戦略的人財管理の視
点から要約する。

Ⅱ 自治体病院における医療提供体制の現状と課題

　自治体病院の多くは、山村、離島等のへき地、不採算地区にあって地域医療の確保に努めており、また、
地域の中核的病院として総合的一般医療、高度・特殊医療等の提供を行っている。これら自治体病院の
多くは、戦後、地方自治体が国・日本医療団・厚生連等から移譲を受けて戦災により荒廃した医療施設
の状況を打開し、さらに国民皆保険という国民的要請に応え、地域住民の生命と健康を守るため設立整
備されてきた 3）。自治体病院の使命は、「都市部からへき地に至るさまざまな地域において、行政機関、
医療機関、介護施設等と連携し、地域に必要な医療を公平・公正に提供し、住民の生命と健康を守り、
地域の健全な発展に貢献すること」（「自治体病院の倫理綱領」より）である。
　現在、自治体病院はこの使命を達成するため、都道府県におけるセンター的病院として、また、広域
圏における中核病院として一般的医療水準の向上に努めるとともに、高度・特殊医療等を行っている他、
救急医療、へき地医療、さらには医師・看護師等医療従事者の教育・研修にも積極的に取り組んでいる。
また、病院の運営面についても他の病院・診療所との連携、地域における公衆衛生活動への参画等、時
代の要請に即応した活動を展開している 4）。

１ 自治体病院の経営状況と公立病院改革プラン
　自治体病院の経営状況は、私的病院や公的病院に比べて良好ではないと言われている。また、公立病
院間においても、大規模病院に比べ小規模病院は経営状態が厳しく、その差は拡大する傾向にあると考
えられている。自治体負担の面においても、小規模病院の自治体依存度が高まっており、こうした自治
体病院の経営改善は重要な課題となっている 5）。その要因を分析すると、費用と収益の両面より大規模
病院ほど収益増加に主導される経営改善に成功した病院が多いものの、小規模病院では収益の減少を費
用の減少で補うことが出来ずに経営が悪化した病院が多いという傾向がある。また収益変化の要因をみ
ると、規模によらず患者数の減少がマイナスに寄与していたが、病院規模により単価の増加率が異なる
傾向にあり、特に大規模病院では入院単価の増加が収益増加にプラスに寄与しているが、小規模病院で
は単価の上昇寄与が小さく、患者数の減少を補うことができていないケースが多い。
　自治体病院の赤字決算が続くなか、総務省は 2007 年 ( 平成 19 年 )12 月に「公立病院改革ガイドライン」
を、全国の地方自治体に示し、2008 年 ( 平成 20 年 ) 度中に「公立病院改革プラン」を策定し、これに
基づいて病院事業経営の改革に取り組むことを要請した。このガイドラインでは、①経営効率化、②再編・
ネットワーク化、③経営形態の見直し、という 3 つの視点に沿った改革を求め、多くの自治体では公立
病院改革プランの策定が進められた 6）。公立病院改革プランに基づく取り組みの結果については、再編・
ネットワーク化や経営形態の見直しに取り組む病院が大幅に増加し、経常損益が黒字である病院割合が、
プラン策定前の約 3 割から約 5 割にまで改善するなど、一定の成果がみられた。しかし、医師不足など
の厳しい環境も継続しており、持続的な経営を確保しきれていない病院も多い状況であった。また、人
口減少や少子高齢化が進展し、医療需要が大きく変化することが見込まれ、地域ごとに適切な医療提供
体制の再構築に取り組んでいくことが課題となった。
　公立病院改革の目的は、公・民の適切な役割分担の下、地域において必要な医療提供体制の確保を図
り、その中で公立病院が安定した経営の下で、不採算医療や高度・先進医療等を継続的に担っていくこ
とである。加えて、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）に基づき、公立病院・民間病院を含めた各地域
の医療提供体制の将来の目指すべき姿を示す、地域医療構想が策定され、公立病院改革と地域医療構想
は地域において必要な医療提供体制の確保を目指すこととされている。また、公立病院の新改革プラン
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は、平成 28 年度中に策定され、「地域医療構想を踏まえた役割の明確化」を加え 4 つの視点とし、令和
２年までを期間として、地域包括ケアシステム構築に向けて果たすべき役割についてもプランに追加さ
れた。

２ 自治体病院の医療提供体制の課題
⑴　医師不足
　医師の地域偏在、専門医志向、勤務医の業務量増大による過酷な勤務体制などにより、医師確保にも
ともと苦慮していた状況があったが、さらに、平成 16 年度から導入された医師の新臨床研修制度を引
金に、大学において研修医の確保が困難となったことから派遣医師の引揚げが行われ、特に多くの医師
派遣を大学医学部に依存していた自治体病院においては医師不足が極めて深刻な問題となっている 7）。

⑵　職員定数の問題
　地方自治法制度の基本原則は民主主義であり、その基礎は、税金の使途を住民の代表である議会が決
定、監査することにある。この意味で、予算を定めることは議会の基本的な機能であり、予算においては、
当該年度の収入支出だけではなく、将来の支出の原因となる債務負担行為についても定めなければなら
ない。一般的に一人の職員を採用し、定年まで当該職員が勤務した際の経費の総額は数億円といわれて
おり、一人の職員を採用することは、その経費相当額の債務負担行為に該当するとも考えられる。しかし、
その都度債務負担行為を定めることは非現実的であるため、職員の総数の限度を条例で住民の代表であ
る議会の議決を経て定めることによって、大枠としての人件費に対する議会のコントロールを確保する
ことを目的として、地方自治法第 172 条第 3 項において、「職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、
臨時又は非常勤の職については、この限りでない。」と規定している 8）。
　地方公営企業法の全部適用では、職員の任命は事業管理者が行うが、市の組織定数管理が基本となる
ため、業務遂行に必要な職員を病院判断で増員雇用することはできない。こうした縛りを受けて、医療
関係者等の人員をたとえば、病院の経営業績などを斟酌して変更できないことが、自治体病院の大きな
問題となっている。

⑶　非効率な人事異動制度
　自治体病院の経営課題の一つに病院経営を推進する人材の不足がある 9）。病院事務部門の職員は、行
政職で採用されており、そのような職員にとっては、病院は数多くある配属先の一つにしか過ぎないこ
とから、医療についての知識が乏しい。さらに、自治体病院の事務系職員は、民間病院の事務系職員と
は異なり、通常業務のほかに日常的に本庁との対応、折衝、議会や議員との対応に奔走させられること
が多く、3 ～ 5 年毎に本庁や病院以外の部署への異動があり、そのたびに医療情勢に通じていない人が
赴任してくる現状がある 10）。
　病院における事務部門は、収入・支出事務、財務管理、物品調達、人事、医療に対する事務など医療
専門職種が扱わない業務を幅広く担当しているが、人事ローテーションで病院に配属され、また、経費
削減の観点からも職員数を減少させ、アウトソーシングするなど、病院経営における事務部門の重要性
がこれまで認識されてこなかった。事務組織は、総務課、医事課で構成されることが多く、近年では経
営企画部門を設置している病院もみられるが、中小規模病院ではごく少数である。総務課の業務内容は
主に管理業務であり、一般事務が主体となり、本庁との共通部分も多いことから、病院に配属された本
庁からの出向職員は総務課に配属されることが多い。また、医事課の業務内容は、病院収益にかかる診
療報酬レセプトを担当しているが、多くはアウトソーシングによる業務を一般事務職員が管理監督して
おり、その立場であっても、患者へ提供された医療内容を理解するまでには数年単位の時間を要し、キャ
リア形成をジョブローテーションで行っている現状では算定漏れを発見することは困難であり、2 年毎
の診療報酬改定による新たな診療報酬項目への要件整備、運用の検討などの準備が追い付いていないこ
とも、経営悪化に影響を与えている。
　このように、地域医療構想において自治体病院は、民間病院を含めた各地域の医療提供体制の確保を
目指すこととされているが、自治体病院内の医師不足・職員定数・事務系職員などすでに多くの課題が
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あり、地域包括ケアシステムの推進について大きな役割が期待されているが、推進するための戦略は必
ずしも円滑に進んでいるわけではない。

Ⅲ 看護の専門性と診療報酬制度

１ 専門性の高い看護師の定義
　日本看護協会における資格認定制度は、1987 年（昭和 62 年）4 月、厚生省「看護制度検討会報告書（21
世紀に向けての看護制度のあり方）」において専門看護婦、看護管理者の育成が提言されたことを契機
として開始された 11）。「専門看護師」制度は、複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族および集団
に対して水準の高い看護ケアを効率よく提供するための、特定の専門看護分野の知識・技術を深めた専
門看護師により、保健医療福祉の発展に貢献し、併せて看護学の向上をはかることを目的としている。
また、「認定看護師」制度は、特定の看護分野における熟練した看護技術および知識を用いて、あらゆ
る場で看護を必要とする対象に、水準の高い看護実践のできる看護師により、看護ケアの広がりと質の
向上を図ることを目的としている。
　また、日本における「診療看護師」とは、国立病院機構によって認定された、医学的なスキルと知識
を併せ持つ看護師の名称で、ナース・プラクティショナー（Nurse Practitioner、NP、NP 看護師）と
呼ばれ、一般的には診療看護師（NP）と表記される。なお諸外国の看護職位 Nurse Practitioner と区
別するため、国立病院機構などでは Japanese Nurse Practitioner（JNP）と呼称している。診療看護師
は国家資格ではないものの、一般の看護師よりも裁量の大きい業務を実施することができることから、
高齢化に際して医療ニーズの急増が見込まれる日本において活躍が期待されている 12）。診療看護師が、
一般の看護師と異なる主な点は以下の 3 点である。

⑴　医師の作成した手順書による指示で「特定行為」を行うことができる
　特定行為とは、診療の補助であり、厚生労働省によって定められた研修を修了した看護師が手順書に
基づいて医師の指示を待たずに実施することのできる 21 区分 38 行為のことで、特定行為の実施には「胸
腔ドレーンの抜去」や「経口用気管チューブの位置調整」などが含まれており、総じて実践的な理解力・
思考力・判断力と専門的な知識・技能が必要である。

⑵　「相対的医行為」を的確に行える
　医療行為のうち、看護師が行うことができるものを相対的医行為といい、医師にしかできないものを
絶対的医行為という。診療看護師は医学的な知識を学んでいるため、診察や検査結果の評価といった相
対的医行為を積極的に行うことが可能となる。そのため基本的には医師が行うような仕事を部分的に実
施することができ、医師の負担を軽減し、医師が不在・多忙な場合に診療機能を維持させることができる。

⑶　治療と看護の両面から検査・処置・説明を行える
　診療看護師は、看護と治療の両面で教育を受けているため、患者の症状に対して素早く的確な処置を
することができ、また治療内容を把握し、専門的な知識に基づいた説明をすることも可能となる。資格
取得には、大学院修士課程に教育課程が設置され、その修了と NP 認定試験に合格すると、21 区分 38
行為の実施が可能となる。

　このほかにも、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していく特定行為研修制度が平
成 27 年 10 月より開始されている。2025 年に向けてさらなる在宅医療等の推進を図るために、医師ま
たは歯科医師の判断を待たずに手順書により、一定の診療の補助を行う看護師を養成し、確保していく
制度が策定された。その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内
容を標準化することにより、在宅医療を支える。特定行為については、指定された研修期間で研修を受
け、共通項目と特定区分実習を行い、1 年から 2 年程度で資格を取得する。21 区分 38 行為のうち受講
した区分の実施が可能となる。
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２　専門性の高い看護師の活動にかかる診療報酬
　2020 年度診療報酬改定の基本的視点には、次の４つのセクションがある。
　⑴　医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進
　⑵　患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現
　⑶　医療機能の分化・強化・連携と地域包括ケアシステムの推進
　⑷　 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上
　診療報酬の基本的視点に対して専門性の高い看護師の活動は、⑴～⑷すべての項目に影響を与える。
⑴では、診療看護師や特定行為研修修了者が、医師の手順書に基づき臨床判断を伴う行為を実施するこ
とで、医師の負担軽減や、働き方改革を推進することが可能となる。⑵では、専門性の高い看護師が持
つ知識や技術を病院内外の医療者と共有することで、安心・安全で質の高い医療の提供が地域において
も継続できることになる。⑶では、専門性の高い看護の実践により医療機能の分化・強化となり、組織
横断的な活動が地域包括ケアシステムを推進することにつながる。⑷においては、外来機能の強化とし
て専門性の高い看護師による看護専門外来を開設し、症状マネジメントや重症化予防への取り組みによ
り、地域との継続看護を推進し、これらの一連の連携が、医療の効率化・適正化となり地域包括ケアシ
ステムの安定性・持続可能性を高める。
　しかしながら、このような基本的視点に対する効果が期待できるにもかかわらず、専門性の高い看護
師の活動に係る診療報酬は、主に病院内活動にかかる加算項目が多く、病院外活動にかかる診療報酬項
目は下記の 3 項目と、非常に少ない。

表1　「専門性の高い看護師の主な役割と特徴」

（出所）「看護師特定行為研修修了者の活用」13）をもとに筆者追加作成
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表2　認定看護師・専門看護師による診療報酬と配置要件
－主に院内活動での診療報酬加算－

（出所）日本看護協会　認定部14）
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Ⅳ 専門性の高い看護師の活動の現状

１地域包括ケアにおける専門性の高い看護師の役割
　高齢化社会の進行を背景に、病院中心の医療から地域・在宅医療への転換が図られるなか、医療依存
度の高い患者や介護度の高い患者等の在宅療養が増加している。
　高度医療および専門的ケアを必要に応じて地域・在宅で提供する体制づくりが求められ、これまでは
主に医療機関で活用されていた人的資源を、いかに地域・在宅で共有・活用するかが重要な課題となる。
特定の分野において専門的かつ高度な知識・技術を持つ専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了者（特
定看護師）による地域・在宅へのケア提供・支援が期待されており、診療報酬においても、専門性の高
い看護師による訪問看護師との同行訪問に診療報酬算定が可能となった 15）。

２専門性の高い看護実践者の活動状況の分析
　高齢化に伴い地域・在宅における、専門性の高いケアのニーズの高まりや地域包括ケアの推進の視点
から、専門性の高い看護師の所属施設内にとどまらない活用・活躍が注目されている。これに関して
厚生労働省は、令和元年度に老人保健健康増進等事業「要介護高齢者等に対する看護介入による効果
検証事業」（研究責任者：東京大学大学院医学系研究科　健康科学・看護学専攻 高齢者在宅長期ケア看
護学分野 山本則子教授）を行っている。この調査研究は、認定看護師の所属施設外での活動の実態を、
全国規模で明らかにすることを目的として実施されたものである。この調査では、2019 年 8 月時点で
登録されている全認定看護師を対象として WEB アンケートによる調査が実施されて、全認定看護師
20,959 人のうち 2,508 人から回答を得ている。実際の回収率は 12.0％であった。

調査結果
⑴　回答者の所属施設種別　　
　①　平均年齢 45.4 歳、9 割以上が病院勤務であった
　②　病院勤務者のうち 4 割以上が 400 床以上の病院に勤務している
　③　訪問看護ステーションや、診療所・クリニックでの認定看護師は少ない　

 

⑵　 配置・院外活動について　　　
①　専従 ( もしくは専任 ) として配属されているものは全体の約 3 人に 1 人
②　認定看護師のうち特定行為研修を修了している割合は全体の 6.7％で、皮膚・排泄ケア、糖尿病

看護、慢性呼吸器疾患看護認定看護師の割合が高く、在宅療養に関連する分野の修了者が多かっ
た

　　
⑶　所属施設外での活動の実施割合と実施に関連する要因

図1　所属施設種別 図2　配置・院外活動

（出所）筆者作成 （出所）筆者作成
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　所属施設外活動（退院後訪問指導、訪問看護師との同行訪問、出張ケア、出張勉強会）
①　退院後訪問指導の実施割合は 12.5％、分野別では訪問看護、透析看護、皮膚・排泄ケア等で多かっ

た
②　訪問看護師との同行訪問の実施割合は 15.9％、分野別では皮膚・排泄ケア、慢性呼吸器疾患看護

等で多かった　
③　他施設への出張ケアの実施割合は 8.8 ％、出張勉強会の実施割合は 59.6 ％
④　所属施設外での活動の実施に関連する要因としては認定看護師としての活動時間が多いこと、認

定看護師が地域の他職種交流会等に参加していること、所属病院に介護保険施設が併設されてい
ること等が主に関連していた。

⑷　 所属施設外での活動の実施意向（できない理由とできる理由）
①　所属施設外活動をしていない者のうち、約 4 ～ 5 割が退院後訪問指導、訪問看護師との同行訪問、

他施設への出張ケアの実施意向があり、皮膚・排泄ケア、慢性呼吸器疾患看護、緩和ケア、透析
看護、摂食・嚥下障害看護等幅広い分野で意向が高かった。

②　出張勉強会は全体で約 75％に実施意向があり、分野別では 80％を超えるものも多かった。
③　活動できない理由として、「業務が忙しい 65.4％」「専従や専任ではない 46.4％」「地域から依頼

がない 43.3％」「所属施設の体制が整っていない 40.6％」「活動によって診療報酬が算定できない
36.4％」「地域のスタッフとコネクションがない 35.9％」「上司の関心あるいは理解がない 30.4％」

「地域で認定看護師が認知されていない 26.2％」「地域で活動するニーズがない 15.2％」「医師の
関心あるいは理解がない 12.0％」等が挙げられた。

④　活動を行っている場合、活動できる理由として「上司の関心、理解がある 58.0％」「地域から
の依頼がある 47.6％」「施設の理念に地域連携が含まれている 36.1％」「地域にニーズがある
33.7％」「所属施設の体制が整っている 33.4％」「施設内の人員・時間のマネジメントができてい
る 21.1％」が多かった。

⑸　調査結果の要約
　退院後訪問指導、訪問看護師との同行訪問、他施設への出張ケア等の患者（及び利用者）に対するケ
アは、診療報酬上の加算がない活動や分野でも実施されていることが明らかになった。出張勉強会はそ
の他の活動に比して実施割合が高く、現時点では集団及び組織への教育的活動が認定看護師の活動とし
て優位であることがわかった。活動の意向については、所属施設外活動を実施していない者でも各活動
に約半数から多いものでは 8 割以上が活動意向をもっていた。
　この調査では、近年地域での活動ニーズが増えているなか、活動意向は多くの認定看護師がもってい
るものの、その活動を行うための環境や体制が構築されていない状況が明らかにされている。また、こ
れらの調査結果からも、認定看護師が養成課程で培った能力を十分に発揮し、対象に還元することがで

図3　所属施設外活動

（出所）筆者作成
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きるような、加えて、その活動が発展的かつ継続的であるためには、施策や組織レベルでの活動支援、
活動体制を整備することが不可欠であると考えられる。

Ⅴ 医療界の管理会計におけるレレバンス・ロスト

１　医療経営をめぐる医療職の思考の枠組み
　医療界では、経営 ( 管理 ) とは利益獲得活動であり、原価管理は経営管理者の活動として捉えられて
いた一方、医療は経営・利益と対立・相反する倫理 ( 仁 ) の領域であり、良い医療を提供するための質
管理は、利益獲得活動として原価管理と対立・相反する ( 原価と質のトレードオフ ) と考えられてきた
16）。

 

　経営管理の目的は、原価管理だけでなく質の管理も対象としており、必ずしも利益を出すことではな
く、患者に対して有効かつ効率的な医療を提供することを確実にすることを目的としている。しかし、
一方では病院の建て替えや医療設備・機器の更新等のように、長期的継続的に良質な医療を提供しつづ
けるための利益は必要である 17）。さらに低い原価と高い質とは必ずしもトレードオフ関係にあるわけ
ではなく、原価を削減しても質が低下しない部分もあるし、質を高めることにより、やり直しなどの無
駄がなくなり原価が下がる側面もある。
　医療者の倫理は、医療の質に対してだけ求められるものではなく、医療の原価に対しても求められ、
限られた資金を有する患者や国民に対して、過度な金銭的負担をかけないようにすることも、医療者に
求められる倫理であり、さらに倫理は、医療者だけでなく経営管理者においても求められるものである。
医療者と経営者は、対立する関係でなく、相互支援をしつつ一体となって、原価と利益を質の管理を倫
理によって統合的に実践することが求められる。
　そのためにも、こうした意識の変化を背景として、原価管理手法や質・原価統合的管理手法として診
療プロトコルマネジメントが病院界に普及し、診療プロトコル活動を通じて医療職と経営管理職とが協
力し合い原価および質の改善に取り組むことが重要である 18）。

図4-1　医療経営をめぐる医療職の伝統的な思考枠組み

（出所）荒井（2018）『病院原価計算』
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２ 診療プロトコルとしての原価企画
　利益を得るということは、長期継続的な医療提供の確保や医療の質の向上という倫理に沿ったもので
あり、原価管理は必ずしも原価削減ではなく、原価の削減活動は利益最大を目標としているのではな
い。原価企画は、顧客ニーズをとらえたような製品コンセプトを考えだし、収益・原価両面をみながら
目標利益の達成案を探求するものであり、総合的利益管理活動と認識されるようになっている 19）。また、
原価管理とは限られた医療資源（資金）の利用の最適化活動であることから、診療プロトコルによるコ
スト管理が重要となる。
　医療サービス原価企画においては、「医療のサービス設計・開発にあたって、外在的に決まっている
価格を前提として採算を確保するための原価水準を意識しつつ、医療の質・採算性・安全性・在院日数
等を同時に考慮して、費用対成果としての価値の向上を図る活動」とされ、医療の標準化・質向上を主
目的として普及したが、近年では病院管理会計を導入する目的の一つとして、部門別原価計算として医
師数による人件費、材料費、診療内容から得られる収益について分析し、目標管理として質・安全性だ
けでなく採算性をも同時に作りこみ、費用対成果としての価値を追求するために活用されている。
　このような背景から、各種診療プロトコル原価企画の重要性は強く認識されており、後発品の採用や
入院前検査の外来化、外部供給業者との価格交渉が強く認識されている。一方、看護業務や医師の業務
の一部を多職種に代替するという原価企画策については認識されていない 20）ことが、先行研究で明ら
かになっている。
　看護部門における原価企画では、医療の質向上を目的としながら、同時に診療報酬制度において対象
となる疾患、病態などの要件を満たす患者に対して、専門性の高い看護師を介入させることで加算算定
できることから、専門性が最も発揮できる部署への配置（病棟・外来・入退院支援センターなど）とし、
また、このような専門性の高い看護師を、計画的に養成する事業を計画している。
　標準的な診療プロセスの開発において、専門性の高い看護師による看護サービスの提供は、医療の質
を高め、安全性を担保することにつながり、医療サービスごとの採算性および在院日数管理にも影響を
与えることから、管理会計との関連性は大きく、疾患種類ごとの診療プロセス設計において不可欠な存
在であると考えられる。

３ 提供プロセスにおける個別化の限界
　診療プロトコルは、医療の標準化・質向上を主目的として普及し、さらに質・安全性だけでなく採算
性をも同時に作り込み、費用対成果としての価値を追求するために活用されてきた。しかし、同じ疾患
に対する医療サービスであっても、提供者（医師）によって実務プロセスが異なる場合、提供者ごとの
プロセス設計は可能であっても、提供施設レベルでの設計は不可能である。
伝統的に医療界では、医師が診療の進行に伴い、臨機応変にその都度実施事項を決めていくものとされ
てきたことから、診療プロセスは事後的に決まるものであった 21)。また、診療プロトコルにおける多

図4-2　医療経営をめぐる医療職の新しい思考枠組み

（出所）荒井（2018）『病院原価計算』
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職種介入については、医師が提供プロセスに関する知識を専有し、多職種に対しては必要が生じた時点
で、その都度指示を出して各種行為を実施させていることから、複数診療科による複数の医師・医療従
事者が、一人の患者の治療にあたることがあり、収入や原価を按分することができない。このため、多
職種チームによる診療プロセスの質や採算性の作り込みは不可能とされ、DPC（包括医療費支払い制度）
による医療サービス原価企画は、効率性・採算性に影響を与え、医療の質を向上させることに成功して
いるが、患者個別の状態に合わせた複数医師による介入や多職種チームによる医療・看護の提供は、標
準的な診療プロトコルに含むことは困難であるとされてきた。
　荒井 22）は、「『人対人』サービス業において、相対的に個別要求度が高く、受け手の期待が高い、そ
うなると提供プロセスが容易に個別化するため、提供プロセスの多様性を高める定型化は困難である」、
と述べており、医療のような専門職組織としてのサービス業においては、自分のやり方や微細な違いに
こだわる医師により、同一の診療群分類サービス（DPC）種類の生産提供プロセス（診療方法）であっ
ても、医師によってさらには同一の医師でも対象者（患者）によって、受け手側の要求とは一致しない
ことがある。
　専門性の高い看護師の看護サービスの提供は、患者の診療プロセスへの介入が病院管理会計手法とし
て用いられ、これらの看護師が組織横断的に活動することにより情報一元化手法が利益志向と医療の質
を高めることができる可能性がある。一方で、「人対人」には多様性があり、患者の状態により提供プ
ロセスが個別化することや、地域包括ケアシステムにおいて在宅での看護サービスの定型化は困難であ
り、費用対成果として価値を証明できるものではない。これらのことから、看護における医療提供プロ
セスによる管理会計システムは、理論と実務のレレバンス・ロスト（関連性の喪失）の状態にあると考
えられるのである。

Ⅵ 地域連携病院の看護管理者へのインタビュー調査

１　インタビュー調査の概要
⑴　インタビュー対象者・施設の概要
　専門性の高い看護師の活動の現状と地域包括ケアシステムにおける各施設の課題を明らかにし、自治
体病院が地域包括ケアシステムの中心的な存在として具体的な役割を見出すことを目的として、本稿で
は、連携病院である泉州二次医療圏に属する病床数 80 ～ 300 床程度の病院の看護管理者 5 名に、イン
タビュー調査を実施した（調査対象の施設については、看護管理者の個人的意見もあることから匿名化
とする）。

表3　インタビュー施設の概要

（出所）筆者作成



－ 126 －

⑵　インタビュー内容
　以下の項目について、インタビュー調査を行った。それぞれに関連性のある質問もあるが、インタ
ビュー内容の構造化はせず、状況をより広範に把握するために、さまざまな観点よりインタビューを実
施した。

①　地域包括ケアシステムを推進していくための自院の課題について
②　課題解決のために現在取り組んでいることがあるか
③　どのような支援があれば可能になるか
④　看看連携を推進していくには、どのような取り組みを必要と考えているか
⑤　地域で看護の質を向上させていくためにはどうすれば良いか
⑥　医療圏内の自治体病院に期待する役割は何か
⑦　自治体病院で勤務する専門性の高い看護実践者に期待する役割は何か

⑶　インタビュー結果
　表 4-1 は、今回のインタビュー調査で確認された内容を詳細に一覧にしたものである。

表4-1　インタビュー結果①～④

（出所）筆者作成



－ 127 －

２　インタビュー調査の結果－要約
【質問①】地域包括ケアシステムを推進していくための自院の課題
　病院機能により課題が違うことが明らかになった。A 病院では複合的な機能を持ち、急性期から療
養施設、在宅まで患者をサポートすることができるが、他施設の機能や役割がわからないことにより、
遠方の患者の調整が困難であること、行政も把握ができていないことが問題であると考えていた。B ～
D の 3 病院は療養病棟や回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟を有し、認知症患者の支援
についての課題や、A・E 病院の急性期一般病棟も含め、患者や家族と関わる現場の看護師の退院支援
の意識や知識が乏しいことを課題と捉えていた。

【質問②】課題解決のために現在取り組んでいることがあるか
　2020 年度の診療報酬改定においては、入退院支援の充実による加算が加わり、すべての施設で入退
院支援の充実が課題となった。しかし、自施設内で研修の講師を担える人材も少なく、法人内や近隣で
連携している病院に、講師派遣を依頼している状況であった。退院の支援については、実践する看護師
だけでなく、病棟を管理している看護師長への教育も重要であると認識されていた。また、病院看護師
は、在宅での高齢者の生活をイメージしにくく、訪問看護ステーションと連携し、訪問看護ステーショ
ン・病院との相互研修を企画している施設もあった。

【質問③】どのような支援があれば可能になるか
　教育については、入退院支援だけでなく看護実践面においても、各施設の教育体制の構築や、地域に

表4-2　インタビュー結果⑤～⑦

（出所）筆者作成

やはり
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おいて講師派遣の仕組みがあれば利用しやすいという意見があった。
　また、入退院支援を実施していくためには、地域における医療・介護施設の情報を集める必要があり、
市内において「医療・介護ネットワークマップ」のような可視化できるものが必要で、情報の一元化管
理について行政の関与についても期待されているということがわかった。

【質問④】看看連携を推進していくには、どのような取り組みを必要と考えているか
　地域の看護管理者の「顔の見える関係づくり」が重要で、ネットワークマップの作成や講師派遣の人
材の情報など、関係性の構築がなければ依頼しにくく、新たな活動始めるためには、まず、看護管理者
間の連携構築が重要であるという意見が多くみられた。

【質問⑤】地域で看護の質を向上させていくためにはどうすれば良いか
　市内でのネットワークマップの作成により、実践報告会を実施し学習の場とすることや、地域の有識
者にも参加してもらい、アカデミックな取り組みを推進していくことが提案された。また、病院間で認
定看護師の専門的知識や技術の習得ができるよう、研修制度を計画し施設に還元できるような取り組み
を希望していた。

【質問⑥】医療圏内の自治体病院に期待する役割は何か
　民間病院からは個人で連携を取っていくことは困難に感じており、自治体病院には地域包括ケアシス
テムを先導していく、中心的な役割として連携の推進を図ってほしいと期待されていた。また、急性期
治療を終えた患者の、スムーズな転院調整により早期にリハビリテーションを開始することで、入院期
間の短縮、在宅移行へと進んで行く。できる限り ADL を維持した状態で自宅で生活できるよう、患者
の経過をしっかりと管理できるような連携のあり方を考えてほしい、との意見があった。
　E病院は平成26年まで自治体病院であったが、平成26年に指定管理制度を導入し、医療法人となった。
経営形態が変わったことで気づいたこととして、自治体病院は民間からみると大きな存在であり、地域
のニーズに応えられる病院づくりが重要。また、自身の経験からもリーダーシップを発揮するという姿
勢よりは、協働するという意識がないと地域からは受け入れてもらえない。規模は違っても地域全体で
住民を守るという立場をもつことが重要、との意見があった。

【質問⑦】自治体病院に勤務する専門性の高い看護実践者に期待する役割は何か
　自施設で解決できないような困難症例に対して、専門的なアドバイスを受けられるよう、支援・指導（教
育）体制を作ってほしい。専門知識を地域の看護師にも還元してほしいなど、専門性の高い看護師の院
外での活動に期待している意見が多くみられた。
　また、E 病院の看護管理者からは、地域の看護の質向上に尽力することや、専門領域でのリーダーシッ
プを発揮し、医師を巻き込みチーム医療の質の向上を目指すことに期待されていた。

３　インタビュー調査の考察
　インタビューの内容から類似したコードをカテゴリー化し、因果関係は図５に整理されるとおりであ
る。インタビューからは、2025 年問題を受け、5 施設すべての施設において、すでに高齢患者が増加し
ており、認知症や複数疾患を有する患者の症状マネジメントの困難さが強く指摘されている。
　このストーリーラインからの因果関係として、少子高齢化に対応していくためには、専門性の高い看
護師の病院内外での活動が必須であり、人材育成システムを構築し、地域全体の看護の質向上を図るこ
とが課題である。また、自宅での生活が困難な患者に、適切な療養場所を選択するためには、施設の機
能の一元化管理により、患者を取り巻く関係機関の協働の重要性が導出されている。
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４　自治体病院に求められる役割
　３までの分析で明らかなように、高度な専門能力と実務経験を有する看護師の確保とそれらに基づい
た患者主体の医療の提供は、自治体病院をはじめとするすべての病院における医療に求められるミッ
ションとなっている。このことは、少子高齢化を受け、地域の民間病院の看護管理者も、地域包括ケア
システムのなかでの自院の課題が明確になっていることを通じ理解しており、課題解決への取り組みを
これまでも模索していた。住み慣れた自宅で最期まで過ごすには、急性期病院から回復期リハビリテー
ション、療養、在宅までの経過を患者のケアプロセスを軸として、介入する側の連携が重要なのである。
　もとより、高齢者が増加し、老老介護問題、認知症の増加、複数疾患をもち生活する人の増加など、
専門知識による対応が求められる。民間病院では専門性の高い看護師は少なく、人材育成が重要で、自
治体病院のリソースを活用できれば、地域全体の看護の質が向上するという返答が複数の施設からもみ
られた。こうした、地域におけるさまざまな課題を解決していくためには、看護管理者の顔の見える関
係づくりが重要であり、中小規模の民間病院からは、自分たちから声をかけにくいという意見もあり、
自治体病院は顔の見える関係づくりの中心的な役割を期待されている。
　急性期病院での治療後、様々な病状により機能の違う病院や施設、また在宅での生活に向け、関係す
る機関（病院・介護施設・訪問看護ステーション・居宅事業者など）へ患者が移動することになるが、
退院支援をするうえで患者や家族へ行う情報提供の内容（各施設の診療内容や、特徴、通所で行える項
目など）が一元化管理されていない。患者の病状に応じた必要なサービスを適切に受けることができ、
安心して生活することができるよう、行政機関が中心となって情報の一元化管理が必要である。地域住
民が安心して暮らせるまちづくりを推進するためには、行政を含めた市内の関係機関が連携を強化する
自治体全体の医療に関する関係性を意識した組織構築が必要である。

５　看護や医療における価値共創という新概念
　Gronroos et al.（2014）が提唱するＳＬ（サービス・ロジック）では、価値創造（value creation）を

「顧客が利用することを通じて価値を引き出すプロセス」と定義している。また、価値共創（value co-
creation）については、「共創の場において起こる統合プロセスであり、例えば、サービス供給者のサー
ビスと顧客の消費と価値創造のプロセスが、一つの直接的な相互影響のプロセスとして統合されること」
と定義している 23）。このことを本稿で考察の対象とする医療の分野で換言すれば、価値共創とは、サー
ビス供給者となる医療関係者の医療サービスと、顧客である患者・住民がそのサービスを受け、患者の
診療や住民の健康の保持に個別に対応するプロセスが、ケアサイクル全体に相互影響を与えるプロセス
として統合されること、と定義することができよう。
　価値共創を持続的かつ着実に進めていくためには、協働や相互作用を通じて価値を高めていくことに
関する戦略的なフレームワークや具体的方法論が必要である。地方自治体における公共サービス構築の

図5　インタビュー・ストーリーライン

（出所）筆者作成
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倫理、並びに行政と住民との関係は、古典的な行政管理（Old Public Administraition）から新行政経営
（New Public Management）、さらには公共ガバナンスへと変容を遂げているが、NPM 以上にサービ
スの多様化に対応する自治体経営のフレームワークとして、NPG（New Public Governance）が提起さ
れている 24）。NPＧの定義は、「多様な主体が行政活動に参加し、対等な対話を進めることで政策形成、
運用方法、活動を協働で行うこと」25）とされる。したがって、ＮＰＧは地方自治体と多様な組織が連携
し、それぞれの組織が有する強みやノウハウ、資源（ヒト・モノ・カネ）を活用しながら、相互影響を
通じて達成されるべき価値の最大化を目標に形成される事業であるとしている。
　松尾は、組織間連携の適切さにより各要素が影響を受けると考えられ、ガバナンスの充実が図られ、
地方自治体がアクターでもある住民との価値共創を行うケースや地方自治体と民間企業や関係すること
により、社会的課題の解決が図られ社会的価値が向上する。団体等との組織間連携による価値共創を行
うケース、地方自治体同士が組織間連携し価値共創を行うケースが想定されるが、ＮＰＧではそれぞれ
の主体が、対等な立場で主体性を持って価値共創に参画することが前提であると述べている。つまり、
自治体の経営資源の制約が強まり、生産年齢人口の減少が進むなか、地域における組織間連携や住民も
含めた多様なサービス提供主体として組み込むことが重要であり、自治体経営の基軸を NPG へ移すこ
とに合理性があり、自治体の価値共創における根幹的概念として、自治体と住民、企業、NPO、自治
体間など多様な主体との組織間連携を基軸とするべきであると考えられるのである。
　ここにおいて重要なことは、以上のような基軸的発想のもとで、政策課題解決に向け、解決主体とな
りうる組織同士の関係性の構築を志向したビジョンを設定することが重要であり、インタビューの結果
から看護管理者間の顔の見える関係づくりやさまざまな経営母体による利害に影響を及ぼさない新たな
フレームワークを検討していくことが求められているということが理解されなければならない。

Ⅶ インタンジブルズとしての病院人財管理―看護師を例に―

１　自治体病院のインタンジブルズとしての人財管理
　政府は、専門性の高い看護師を病院のみならず、地域包括ケアシステムにおいても活用させていくこ
とを求めているが、養成するための費用は病院が負担している。しかし、資格取得後の活動において、
診療報酬を得るために専従として活動しても、特定の認定分野以外は医業収益に大きく反映できるもの
ではない。また、地域における活動についても診療報酬で評価されている項目は少ないが、訪問看護師
との同行訪問や、難渋症例への病院訪問指導、在宅での直接ケアの実施など、地域全体の医療の質が向
上することで、患者（住民）、地域の医療機関には貢献することができる。
　インタンジブルズ (intangibles; 無形の資産 ) とは、企業業績や企業価値に対して正の影響をもち、財
の生産もしくはサービスの提供に貢献するか、それに用いられる非物的な要因、またはこれらの要因の
利用をコントロールする個人もしくは企業に対して将来の生産的便益を生み出すと期待される非物的な
要因とされる 26）。インタンジブルズのなかでもその重要性が高く、また一方でその測定や管理が難し
いものとして人的資産が挙げられている。人的資産においては価値共創のプロセスの中で、人的資産の
価値 ( コストとベネフィット ) を図 6-1 で示すことができる。ここでは、人的資産の価値の流れのうち、
個人として人的資産の構築と利用にあたって、どのような人材を求めるかについての意思決定が前提と
して存在し、組織におけるミッションやビジョン、戦略などが深くかかわることが明らかである。
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　また、人的資産に関するコストベネフィット分析について、自治体病院における専門性の高い看護師
でこれを考察すると、図 6-2 のように整理することができる。

　ここにおいて、専門性の高い看護師が直接的な収益につながらない活動であっても実践していくこと
は、自治体病院としての使命である。また、ケアサイクル全体への質の高い看護の提供を、患者にとっ
ての価値とするためには、この専門性の高い看護の価値を病院内部だけでなく、地域の関係機関と価値
を共創するインタンジブルズに位置づけることが重要となる。

２　インタンジブルズのマネジメント－その特徴
　インタンジブルズに関するマネジメントの特徴として、第１に、どのように創造され、利用されるか
により価値が異なるという点に注意しなければならない。とりわけその価値は戦略に依存する。第２に、
他の資産と結びついて価値をもたらすため、そのマネジメントにおいては複合的なマネジメント・シス
テムが求められるという点である 28）。
　専門性の高い看護師を自治体病院における戦略的かつ統合的なマネジメント・システムにどのように
組み入れるのかが大きな課題である。人および人的組織の持つ知識や能力、高い動機づけに焦点を当て、
戦略的マネジメントに資するインタンジブルズとしての人的資源の管理を組み込んだ、統合的なマネジ
メント・システムの構築によって、専門性の高い看護師による看護サービスの提供を自治体における医
療提供の価値共創とし、この専門性の高い看護師を活用することで、自治体全体が一つの組織として患
者 ( 住民 ) の医療の価値を高めることになる。

３　統合的マネジメントおよびインタンジブルズの戦略目標
　インタンジブルズは、「差別化による優位性を生み出すための、組織内に存在する知識」あるいは、「顧
客のニーズを満たすための、企業内にいる従業員のケイパビリティ」であると説明されてきた 29）。イ

図6-1「人的資産に関するコストベネフィット分析」27）

（出所）「人的資産にかかわる測定と価値創造」より抜粋

図6-2　「人的資産に関するコストベネフィット分析」を筆者改変

（出所）「人的資産にかかわる測定と価値創造」より抜粋
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ンタンジブルズには、6 つの戦略目標が明らかになっており、専門性の高い看護師を戦略的職務群とし
て統合的マネジメントを考察する。

　ここにおいて、6 つの戦略目標は、重要なインタンジブルズの特徴を示しており、専門性の高い看護
師を地域包括ケアシステムにおいても活動させていくことが、自治体病院の戦略的職務群として位置づ
けられている。

４　戦略マップを用いた自治体の価値共創
　自治体病院における「価値」を、「自治体の区域における住民や組織にとっての有用性ないし効用」
と考えると、その価値は、事業を支える予算や人員、組織といった諸機能による創造や、ダウンサイジ
ングや効率化による原資としての価値もある。「価値」を創造するには住民等に対するサービスの効果
の向上と、自治体内部の経済性・効率性の向上の両面で捉える必要がある。
　自治体の活動で創造される「住民等の福祉」に関連する価値として、地域包括ケアシステムにおける
自治体病院の人的資源である専門性の高い看護師を活用し、NPG として組織同士の関係性構築を志向
したビジョンの設定により、自治体における地域包括ケアシステムを推進する価値共創について、「自
治体病院における価値共創」、および「地域における価値共創」について戦略マップを用いて表すと図
７のようになる。図７は筆者による試作であるが、自治体や自治体病院のミッションを遂行しようとし
ようとするときに、インタンジブルズをはじめとするさまざまな経営資源をいかに業務のプロセスや患
者の満足度に関連付けるのかという関連性が、容易に理解できるという戦略性を有している。

表５　インタンジブルズの6つの戦略目標

（出所）筆者作成
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　図７では、戦略マップにおける戦略目標は、「自治体における地域包括ケアシステムを推進する価値
共創」とし、自治体全体および自治体病院を統合するビジョンは、「患者 ( 住民 ) が安心して暮らせるま
ちづくり」としている。筒井は、「ヘルスケアシステムの統合を確固たるプロセスを経て実現するため
には、運営、財政、組織、臨床とサービス提供のすべての組織レベルで、患者のニーズに合致し、必ず
成果を上げることを目指したプロセス別の戦略をもつことが必要となる。」30）と述べている。ここで、
戦略的なマネジメントによる自治体ビジョンの設定として 31）、日本の地域包括ケアシステムは当該地
域の社会資源の実情に合わせて構築すべきものであるとし、筒井の研究では、英国の保健省によって実
施された統合ケアの事業である ICP（integrated care pilot）は、それぞれの地域の状況に合わせて統
合された様々な活動を自由に開発し、導入するとした戦略のもとで、統合モデルが試されていると整理
されている。
　英国 ICP における目標設定では、①ケアを利用者のより身近なところで提供すること、②利用者の
視点から見たケアの継続性を保つこと、③ニーズが最も大きい利用者を特定し、支えること、④予防ケ
アの提供を促すこと、⑤病院内で提供する必要がないのに病院で提供されているケアの量を減らすこと、
という 5 点が示されている。
　戦略マネジメントとは、地域や自治体ビジョン（方向性・将来像）やミッションを提示し、これに沿っ
たかたちで政策目標の優先順位をつけ、目標水準の設定を行うことである。ビジョンとは、自らの組織
や部門の「目指す将来像」である。このようなビジョンやミッションが重要なのは、行政組織の体質と
して、前例の踏襲的な活動を選択する傾向が強いからである。新しいアプローチで統合型のケア提供を
行う地域包括ケアシステムを推進するためには、戦略マネジメントの視点を、たとえば BSC を通じて
自治体職員が意識することが重要になる。以下、BSC の 4 つの視点に照らして、看護師に注目して自

図7　自治体および自治体病院の戦略マップ

（出所）筆者作成

NPGに基づくビジョン
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治体病院のミッションを遂行するための内容を、より詳細に整理することにしよう。

⑴　学習と成長の視点
　まず、人的資本として、専門性の高い看護師による質の高い看護の提供と、ACP（意思決定支援）
のプロセスを構築することを挙げ、自治体病院のケイパビリティとして、自治体病院の内部経営と、地
域包括ケアシステムを推進するリソースとして自治体全体で活用する外部経営とともにインタンジブル
ズとして位置付ける。また、情報資本では、地域医療機関のデータベースの一元管理とし、自治体内に
おける民間、企業、NPO、などの関係機関の機能を管理し、患者（住民）の健康や生活に問題が発生
した際に適切な関係機関の情報を提供する。また、当該自治体の圏域別の住民の医療、介護および健康
データベースの管理により、地域圏域において継ぎ目のないケアの提供が可能となる。
　そして、組織資本では、さまざまな機能を持つ自治体内の専門施設からの知識を共有し、質の高い医
療の提供を目的として、自治体全体をひとつの組織と捉え、地域住民を支えるチームとして機能させる
ことを目指すことになる。

⑵　内部プロセスの視点
　業務のプロセスにおいては、入退院支援の充実、専門性の高い看護師による医師不足を補完する看護
専門外来の開設、施設外での活動支援により、看護の専門性を発揮することが重要である。顧客管理の
プロセスでは、地域関係機関との連携会議の開催により、顔の見える関係づくりを行う。認知症キャラ
バンメイト事業として、オレンジプランに基づく認知症初期集中支援によって高齢者対策を推進する。
　イノベーションのプロセスでは、新たな地域包括ケアシステムの在り方について、行政を含めた取り
組みを模索していく必要がある。規制と社会のプロセスでは、地域医療への貢献として、各関係機関が
地域住民のために貢献する意識を高め、地域住民の健康管理（例えば、まちの保健室や、地域住民（認
知症の方々）とのカフェ交流会、専門性の高い看護師による医療講演会など）を開催することが求めら
れよう。

⑶　財務の視点
　自治体病院では、専門性の高い看護師によって、看護専門外来による集患や、専門医療施設として新
入院患者を増加させることが可能になる。手術、処置などの治療件数の増加による病院収益の向上、そ
して、自治体全体では地域医療のデータベースの一元管理により、住民の健康管理について問題が発生
した際には、市内の適切な医療機関を受診し治療を受けることが可能になる。これによって、高度な医
療を求め市外へ流出する患者を防ぐこと、また、介護や看護サービスの重なりを防ぐことで、自治体内
の医療機関の経営安定化を図ることを目指すことが可能になる。

⑷　顧客の視点
　自治体病院内においては、提供する医療の質を担保し患者満足度を向上させ、患者サービスの視点を
重視する必要がある。患者の満足度が上がると、職員満足度も共に向上する。自治体全体では、医療機
関の連携による信頼の構築によって組織化され、患者の生涯収益性（安心な生活を支える）が可能となる。

　以上のような内容をもつ戦略マップにおいては、顧客としての患者（住民）の視点を上位とし、つぎ
に財務の視点が重要とされている。これまで、自治体病院と民間、企業、NPO などの事業所との関係
性は対等ではなく、急性期や療養型、回復期リハビリテーションなど同様の機能を持つ病院間では患者
の奪い合いの意識も少なからず認められた。自治体内で多様な機能を有する関係機関の連携を進めるた
めには、対等の関係性で経営が安定してこそ、この戦略の価値提案を作り出すことができる。
　学習と成長の視点では、「企業は、自社の人的資本、情報資本および組織資本を限られた数の戦略上
重要なプロセスへと発展させ、戦略に方向づけ統合することで、インタンジブルズから最大の利益を生
み出す 32）」　とされている。自治体病院における人的資本である専門性の高い看護師を戦略的職務群と
して専門性を発揮させ、自治体全体で活躍できるリソースとして NPG に基づくビジョンの達成を目指
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すことで、戦略に方向づけ統合することになる。
　地域包括ケアシステムが推進されていくためには、共同でのケア計画を立案するための多職種の横断
的な連携、アセスメント情報の共有、ケアマネジメントを行うための情報技術と意思決定プロセス、さ
らには様々な組織や職種の従事者が共通の目標を持つことを促すことへの財政的な支援やその他の奨励
策を積極的に行うことが重要である 33）。また、専門性の高い看護師の継続的な育成について、「インタ
ンジブルズの価値は、それを形成するためにいくらかかるのか、あるいは独立した基準ではどのくらい
の価値があるのかということではなく、インタンジブルズが企業の戦略上重要な優先事項にどのように
うまく方向づけられているかという点に由来することにも留意する必要がある。インタンジブルズが戦
略にしっかりと方向づけされていれば、企業に大きな価値をもたらす」34）と述べられていることからも、
インタンジブルズとして自治体の戦略にうまく方向づけすることが重要な課題となる。

５　結語と今後の課題
　医療サービス原価企画は、効率性・採算性に影響を与えることなく質を向上させることに成功してい
るが、患者個々の状態に合わせた医療や専門性の高い看護の提供は、標準的な診療プロトコルに含むこ
とは困難であり、看護サービスの価値は原価企画で証明することには限界がある。しかしながら、地域
の偏在化、医師不足などの医療提供体制の課題に対して、専門性の高い看護師（診療看護師・特定行為
研修修了者・専門看護師・認定看護師）は、自治体病院における戦略的職務群としての人的資本であり、
自治体病院の価値を高める存在である。
　自治体病院において専門性の高い看護師を養成する目的は、これまでの施設内での活用から地域へ拡
大することにより、自治体全体における共有の財産となり、戦略目標を実現するための人的資本となる
ことから自治体として養成は必須であり、今後も育成のための予算計上が求められる。政府が現在進め
ている地域包括ケアシステムは、地産地消的な性質をもつ介護や医療サービスを日常生活圏域において、
提供主体別のサービスの重なりを省きながら効率よく展開していくことを目的としている 35）。地域包
括ケアシステムを推進していくためには、自治体病院が NPM のリーダーとしてマネジメントするとい
う思考から、提供主体である患者（住民）を中心とし、患者（住民）を取り巻く多様な関係機関が連携
し、利害を抜きにした NPG の概念が重要である。
　さらに、NPG に基づくビジョンを『地域住民が安心して暮らせるまちづくり』と掲げ、「自治体にお
ける地域包括ケアシステムを推進する価値共創」を戦略目標とするためには、自治体病院の内部経営と
地域における外部経営の双方の統合が必要である。地方自治体である市町村を主体に、NPG の概念を
下に統合し、ビジョンの達成を目指し、地域包括ケアシステムを自治体全体で推進していくためには、
以下のような課題を解決していく必要がある。
　①　行政を含む自治体の関係機関の顔の見える関係づくり
　②　専門性の高い看護師を自治体すべてのリソースとして活用するための運用構築
　③　人的資産活用がもたらす成果の可視化
　④　NPG に基づく自治体としての価値共創を持続可能なものとする
　以上の課題について、すでに取り組みを始めている自治体もある。インタビュー調査でも明らかなよ
うに、各施設や事業所の看護管理者間では、顔の見える関係構築を望んでおり、自治体病院が中心的に
統合を支える役割を担うことが重要である。そのうえで、リソース活用の運用を検討することが有用で
ある。また、人的資産活用の成果指標として、在宅ケアの充実により再入院率の低下、在宅看取りの増
加、また住民を対象とした市民健康講座などの開催によって健康診断・人間ドックの受診率向上により、
早期発見早期治療が期待できる。患者や住民が、自分自身の健康を保持しながら、楽しく在宅で生活で
きるような“まち”となれば、暮らしやすい市として、人口減少までも食い止めることができるのでは
ないかと期待する。
　今後も益々進展する少子高齢化に向け、住民の健康の保持や、疾患をもつ患者の予後をより良くする
ために、自治体病院が医療や介護、健康増進を図るサービスをマネジメントする機関として、専門性の
高い看護師を活用し、臨床的統合と組織的統合、さらには行政機関が強く連携していくことが、今後の
大きな課題であると考える。
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23) 松尾亮爾「地方自治体における政策の形成と実践の倫理：NPM と NPG の融合」博士学位論文。
24) 石原俊彦「公共政策科学としての会計学」2019 年 商学論究 66 巻 4 号。
25) 松尾亮爾「自治体価値創造における組織間連携の意義」関西学院大学ビジネス＆アカウティングレビュー
26) 内山哲彦『人的資産に関わる測定と価値創造－統合報告を例に―』。
27) 内山哲彦『前掲書』の人的資産に関するコストベネフィット分析より抜粋：ここでいう「コスト」は、経営資

源の利用のために支出を初め、何らかの価値犠牲による「犠牲価値」という意味で用いられている。
28) 内山哲彦「人的資源に関わる測定と価値創造」52 頁。
29) ロバート・S・キャプラン デビット・P・ノートン 『戦略マップ【復刻版】』231-232 頁。
30) 筒井孝子「地域包括ケアシステム構築のためのマネジメント戦略　integrated care の理論とその応用」1-9 頁。
31) 筒井孝子『前掲書』136 頁。
32) ロバート・S・キャプラン デビット・P・ノートン『前掲書』237 頁。
33) 筒井孝子『前掲書』135 頁。
34) ロバート・S・キャプラン デビット・P・ノートン『前掲書』242 頁。
35) 筒井孝子『前掲書』3 頁。

参考文献

アベディス・ドナベディアン、東尚弘訳（2017）『医療の質の定義と評価方法』認定 NPO 法人健康医療評価研究機構、
84-89 頁。

H.T. ジョンソン・R. S. キャプラン（2020）『レレバンス・ロスト―管理会計の盛衰』株式会社白桃書房 10 刷。
R.S. キャプラン・D.P. ノートン（2014）『戦略マップ【復刻版】』東洋経済新聞社。
M.E. ポーター＆ E.O. テイスバーグ（2009）『医療戦略の本質』日経 BP 社。
荒井耕（2009）『病院原価計算 医療制度適応への経営改革』（株）中央経済社、第１版、71-80 頁。
荒井耕（2018）『病院管理会計 持続的経営による地域医療への貢献』（株）中央経済社、第 1 版第 3 刷、193-216 頁。
荒井耕「サービス業における原価計算の普及阻害メカニズムとその可変性 ―医療を中心とした「人対人」サービ

ス業に焦点を当てて―」原価計算研究（2010）Vol.34 No.1。



－ 137 －

荒井耕「医療分野の原価企画及び標準原価管理活動としての診療プロトコルマネジメントの研究」『科学研究費補
助金研究成果報告書』2011 年、2-5 頁。

荒井耕・栗栖千幸「管理会計による診療プロトコル原価企画本格化の可能性」『企業会計』2010 年。
石原俊彦「公共政策科学としての会計学」66 巻 4 号 http：//hdl.handle.net/10236/00027935、253-255 頁。
石原俊彦・山之内稔「自治体病院における経営人材育成の意義と課題」『関西学院大学ビジネス＆アカウンティン

グレビュー』第 12 号、2013 年 12 月、22-25 頁。
石原俊彦・山之内稔（2016）『自治体病院経営の基礎』関西学院大学出版会、初版 175-185 頁。
内山哲彦「人的資産にかかわる測定と価値創造―統合報告を例に―」『千葉大学経営研究』第 31 巻 第 1 号（2016）

51 頁、60 頁。
内山哲彦「インタンジブルズとしての人的資源の管理と管理会計-統合業績管理システム研究における意義と課題-」

『千葉大学経営研究』第 24 巻第 3・4 号（2010）、2-3 頁。
筒井孝子（2014）『地域包括ケアシステム構築のためのマネジメント戦略　　integrated care の理論とその応用』、

中央法規出版株式会社、初版、1-10 頁、134-150 頁。
原彰二郎「自治体病院経営の現状と課題 - 地方独立行政法人化の有用性の検証」『経営戦略研究』Vol. 8、99-101 頁。
早川佐知子「アメリカの病院における医療専門職種の役割分担に関する組織的要因」『海外社会保障研究』2011 年。
松尾亮爾 「地方自治体における政策の形成と実践の論理：ＮＰＭとＮＰＧの融合」『関西学院大学経営戦略研究科

博士学位論文』2017 年 12 月、98 頁、107 頁。
松尾亮爾「自治体価値創造における組織間連携の意義」『関西学院大学ビジネス＆アカウティングレビュー』17 号、

2016 年 6 月、72-76 頁。
松尾亮爾「ニュー・パブリック・ガバナンスがもたらす価値創造の変革 - わが国地方自治体における事務事業形成

の再構築 -」『関西学院大学ビジネス＆アカウティングレビュー』20 号、2017 年 12 月、96-102 頁。
山口誓司「自治体病院の課題と人材開発―経営改善に向けた医事業務直営化と事務職員の育成―」『CIPFAJapan

ジャーナル』第 4 号、2020 年 3 月、3-6 頁。
令和元年度老人保健健康増進等事業 認定看護師調査報告書「専門性の高い看護師の活躍の場の広がりに関する調

査 - 地域包括ケア時代の専門性の高い看護師の可能性 -」　
公益社団法人 全国自治体病院協議会 https://www.jmha.or.jp/jmha/contents/info/32（2021 年 1 月 17 日閲覧）。
公立病院経営の状況と小規模公立病院の経営課題―持続可能な地域の医療提供体制確立に向けて―　平成 29 年内

閣府政策統括官（経済財政分析担当）http://wic-net.com/pdftmp/3093_1_1_1617122286.pdf#page=（2021 年
1 月 17 日閲覧）。

総務省 新公立病院改革ガイドライン https://www.soumu.go.jp/main_content/000382135.pdf（2021 年 1 月 17 日閲
覧）。

厚生労働省「医師臨床研修制度の変遷」https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/rinsyo/hensen/（2021 年 1
月 17 日閲覧）。

大阪府「地方公務員の任用と要員管理にかかる一考察：地方公共団体の定数管理」総務部
http://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/jichi/jichimado27-8-1.html（2021 年 1 月 17 日閲覧）。

日本看護協会 資格認定制度 https://nintei.nurse.or.jp/nursing/qualification/（2021 年 1 月 17 日閲覧）。
国立大学法人 滋賀医科大学医学部附属病院 西村路子「看護師特定行為研修修了者の活用」平成 30 年度 第 70 回国

立大学病院看護部長会会議 実践報告 http://kangob.umin.ne.jp/report/index.html（2021 年 1 月 17 日閲覧）。

（西野万寿子：市立貝塚病院看護局長認定看護管理者）
（勝田　篤：関西学院大学大学院経営戦略研究科博士課程後期課程２回生）
（丸山洋三：関西学院大学大学院経営戦略研究科博士課程後期課程３回生）

（石原俊彦：関西学院大学大学院経営戦略研究科教授）



CIPFA Japan ジャーナル 編集委員会

編集委員会委員長　 石原俊彦
編集委員（編集長） 酒井大策

編集委員（副編集長）荒木利雄　松尾亮爾
編集委員　武久顕也　遠藤尚秀　梅村　仁　井上直樹　関下弘樹

　　　　　行正彰夫　AKHTER Taslima　細海真二　飯田哲也 

CIPFA Japan ジャーナル　第５号 （２０２１年）

2021 年５月 31 日発行　ISSN　2423-8201 　　   　
編集・発行　CIPFA Japan ジャーナル編集委員会　　　　　　

〒 658-0001
神戸市東灘区森北町 1-7-13 ARK 玉谷 306　　　

（一般社団法人） 英国勅許公共財務会計協会日本支部
機関紙ジャーナル編集委員会

電子メール　cipfa.japan@ares.eonet.ne.jp
ホームページ　https://www.cipfa.jp　　　　　　
印　刷　所　㈱登プリント社

〒 577-0808　大阪府東大阪市横沼町 1-14-14


