平成29年度定時総会

6月28日

特 別 講 演 会
2018年度診療報酬・介護報酬同時改定ならびに
2025年に向けた社会動向と社会保障制度改革を見据えて

《 演題Ⅰ 》
「学校は何をしたらいいのか、
会社は何をしたらいいのか」
講師

藤田

鈴鹿医療科学大学

良三

氏

医用情報工学科

非常勤講師

《 演題Ⅱ 》
「仕事への“生きがい”“やりがい”とは」
講師

鈴木

医療法人笠寺病院

学

氏

常務理事兼事務長
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《 演題Ⅰ 》
「学校は何をしたらいいのか、会社は何をしたらいいのか」
１．45年間を振り返って
○医療事務の変遷
手書き、ソロバンから始まって
診療報酬請求点数の複雑化
自前から、外注化への移行
○自治体病院の統合に立ち会う
地域医療の確保と自治体財政の狭間で、何が出来たのか
自治体病院の行く末を案じて

２．医療介護を取り巻く社会の現状
○人口構成の大きな変化と増加する医療介護費用
男女とも平均寿命過去最高

男性80.75歳

女性86.99歳（2015年）

「胴上げ型」から、「肩車型」社会への変化
将来の人口推計

2015年
総人口

2020年

2025年

2030年

2035年

2040年

126,597

124,100

120,659

116,618

112,124

107,276

65歳未満

92,645

87,976

84,086

79,769

74,717

68,598

65~75歳未満

17,494

17,334

14,787

14,065

14,953

16,448

75歳以上

16,458

18,790

21,786

22,784

22,454

22,230

（国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」より） （単位 千人）

○医療施設の推移を見てみると
20年前と比較して大きな変化はみられるか
今後地域間の格差は拡大するのでは
施設数及び病床数
施設数
平成29年3月

病床数
平成9年3月

平成29年3月

平成9年3月

総数

178,932

158,268

総数

1,661,329

1,909,957

病院

8,439

9,462

病院

1,559,901

1,663,286

101,580

88,783

101,362

246,501

（有床）

7,464

20,487

（無床）

94,116

68,296

68,913

60,023

一般診療所

歯科診療所

一般診療所

歯科診療所
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病院開設者別にみた施設数及び病床数
平成29年3月
施設数

平成9年3月

病床数

施設数

病床数

総数

8,439

1,559,901

9,462

1,663,286

国立

328

128,857

385

153,640

公立
（都道府県、市町村等）

931

224,697

1,074

255,204

公的
（日赤、済生会、厚生連等）

334

108,581

428

140,210

6,846

1,097,766

7,575

1,114,232

民間・個人

（厚生労働省動態調査より）

３．2018年度同時改定と2025年への対応
○持続可能な医療保険制度を構築するために
第7次地域医療計画の策定、「地域医療構想」の実施
第7次介護保険事業計画の策定
新公立病院改革プラン
病床機能報告制度
地域医療介護総合確保基金
地域医療連携推進法人制度
診療報酬改定、介護報酬改定
国保の財政運営の都道府県単位化
○安定した「地域包括ケアシステム」の構築に向けて
「介護が必要になっても、住み慣れた地域で、その人らしい自立した生活を送ることがで

きるよう、医療、介護、予防、生活支援、住まいを包括的かつ継続的に提供するシステム」
○2018年度医療介護同時改定へ向けての動き
「医療」と「介護」のより連携強化へ向けて
病床の機能・分化を進めるため、入院基本料のあり方について
「リハビリ」や「在宅医療」等議論が既に始まっている

４．医療事務の今後を考える
○医療事務の質的変化への対応
「プロ」としての業務能力と意識覚醒
経営企画の最前線であるために
事務長は医療事務経験者が望ましい
○病院は、学校は、会社は？
医療事務の重要性を改めて考えよう
現状の正しい認識と今後へ向けての努力
医療事務は収入確保の最前線である
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○「協働」で地位向上を目指そう
今、何が求められているか？
医療事務の地位向上は必須である
3者それぞれの立場で何が出来るか？
「協働」とは、複数の異なる主体が同じ目的のために、対等の立場で協力しともに活動す
ること
コラポレーション（collaboration）、パートナシップ（partnership）とも
○経営の安定なくして、良質な医療なし
「増収増益」「増収減益」「減収増益」「減収減益」どれを選びますか？
ドラッカーの言う「選択と集中」は必要か
「競合」から特色を生かした「地域連携」へ

「経営学の父」 Peter．Ｆ．Drucker

ドラッカー

ドラッカーは、「今日のように多様化社会では、すべてが平均的というより、何かひとつでも飛び抜けた強みを
持つことが重要だ」と言っています。一芸に秀でていれば、ほかのことが出来なくても、他者と提携すれば成し
遂げられる時代なので、ゼネラリストよりもスペシャリストが求められている。
私たちは、つい自分の苦手なことを克服しようと躍起になってしまいがちだが、弱みを克服してもせいぜい平均
より少し上になる程度である。それよりも、自分が得意なことをさらに磨いていったほうが強みを持つことに繋
がる。
自分の強みに集中し、自分の専門性を磨くことだ。専門性を特化させていく秘訣は「選択と集中」にある。
ドラッカーはさらに「会社とは、お客様から商品やサービスを買ってもらわないと成り立たない」と言っていま
す。そしてお客様が何を欲しがるかは常に変わっていくものだから「常にお客様に何が欲しいかと聞く事をしな
さい」と言っている。このことは、時代が変わっても変わらない原則である。
どんな大企業でも「ヒト・モノ・カネ・時間」には限界があり、すべてのニーズに応えることは出来ない。競合
商品よりも魅力的な商品を提供できるビジネスだけを選択し、そこに「ヒト・モノ・カネ・時間」を集中させた
ほうが効果的なのだ。
これがドラッカーの言う「選択と集中」である。
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《 演題Ⅱ 》
「仕事への“生きがい”“やりがい”とは」
2018年度診療報酬・介護報酬同時改定ならびに2025年に向けた社会動向と社会保障制度改革を見
据えて

（医療・介護情報の分析・検討ワーキンググループ主査

松田晋哉

氏

資料から引用）

上記テーマへの回答はこの図表1枚でおおむね説明可能
①人口問題、②地域医療構想、③地域包括ケアシステム
財源の問題：給付先行型福祉国家（慶応大

権丈 善一

※（都道府県により差がある）

教授）日本は、まあまあの福祉国家となっ

たが、給付を先行するあまり財源問題を先送りした。この問題を解決しようとすると政権が倒れる。
さて、どうするか？
世の中が大きく変わるときには、必ずビジネスチャンスがある。
世の中をすべてビジネスと捕らえる思想（新自由主義）。国鉄→JR、郵政民営化、電力自由化、
病院経営への株式会社参入（修論）、病院の規制緩和（博論）
※社会人大学院は、18歳人口減少局面における教授の雇用維持。
《アイスブレイク》
右手の人差し指を高く上げて、時計回り（右回り）にする。回しながら、顔の下まで持ってくる。
この状態で左回りになったと、認識できないと、環境変化に適応できない可能性があり。
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①いい人材を育て、その人材を職場に適正、効果的に送り出すには
・教 員養成系大学卒業後、正規の教員（中学理科）となるが、半年で退職。
団塊ジュニアが暴れていた。
・人材育成には、時間がかかる。
・2 000年ころから、愛知の短大、専門学校で医療事務を教えるようになる。
手書きのレセプトを教えられる教員不足のため。

②退職防止や人材定着への工夫、人間関係を良好に保つためには、
こころのケアやモチベーション維持など
・今 年3月、理事長・院長、看護部長、看護師15人が退職。（順序が逆）リーダーが代わり現在
安定退職防止、人材定着への特効薬は無い。
・勤続35年と勤続30年のレントゲン技師の、パワハラで退職するのをやめる事件。
・金額の違う小銭を3つ机の上に出してください。
・新自由主義では、会社は商品。Ｍ＆Ａの対象。元来、日本の会社は村組織。
・こ ころのケア、
「 事実認識」と「価値判断」を峻別する、研究者の視点が役に立つ。（日福、修論：
愛知県の医療法人病院の地域医療連携）30年前に、紙レセを手書きで書いていた。その後、
用度係、経理（簿記をしらなかったが今でも継続）、38歳で事務長。「価値判断」できるかど
うか心配？

が、先走ると何もできなくなる。

③キーワードは、“知識と意識„“コーチング（オウム返し）”“ケースメソッド”など
・コ ミュニケーションで伝えるものは、知識と意識。
・経営、組織論、「目標」と「動機付け」、それを結びつける「コミュニケーション」
・10年前、5年間くらいパーソナルコーチを付けていた。
・コ ーチングスキルは、クレーム対応に流用できる。「何時間待たせるんだ！」「長い時間お待
ちだったんですね」
弁解をすると、炎上する。
・ケ ースメソッドは、慶応ビジネススクールで開発された、クループワークによる疑似体験。
医療・福祉分野に日本福祉大学でアレンジ。
・業 務責任者講習会で下記を使用している。南君は、現在、何の仕事をやっているか、となり
の方と相談して決めてください。

「困った南君 3」

職員が給食をただ食いしています！

ケース教材

2015.9.18

南君（31 歳男性）は笠寺病院※ 1 に入社して 3 年です。IT に強く、イケメンでもある。南君は、笠寺病院へ入社
する前は、大手医事センターに所属して、名古屋市立大学病院で勤務をしていた。当時は、部下が 30 人いて、現
場の責任者として、超過勤務も多くこなしていた。また電子カルテへの移行時期と重なっていた。
南君は業務上で上司との意見の違いから、大手医事センターを退職してしまった。名古屋市立大学病院で親しく
していた大原先生に相談をしたら、笠寺病院を紹介してもらえた。大原先生は自分がアルバイトに行っている笠寺
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病院の鈴木事務長に、南君を使ってもらえそうな病院があったら紹介してほしいと言ってきたのである。鈴木事務
長は、大原先生は将来、笠寺病院の院長候補でもあり、IT 化も進める必要から、南君を笠寺病院で採用できるよう
根回しをした。

メルカゾールが間違っていた
鈴木事務長は甲状腺疾患を患って 11 年になる。症状は安定しているのでメルカゾールを服用し続けている。診
察を受けてクスリをもらったらメルカイックに変わっていた。鈴木事務長は、ジェネリック薬に変更になったと思
い薬局に確認した。その結果は、処方箋の入力間違いであった。その入力をしたのは南君であった。笠寺病院は紙
カルテで、医事課職員がカルテから医事コンへ入力をしていた。院内処方をしている。（現在は院外処方）

南君はいりません
南君が入社して半年が経ち、冨田医事課長（46 歳女性）に、「南君の仕事の習得具合はどう ?」と、鈴木事務長
がたずねた。冨田医事課長はすかさず「南君はいりません !」と、返答した。鈴木事務長は、
「まだ不慣れだから・・・」
と、その場はおさめた。
鈴木事務長は、他の医事課職員に南君の仕事ぶりを、聞いてみた。その結果、ミスが多いことがわかった。そのうえ、
南君は弁が立つので、言い訳がうまく「南君はコッスイ※ 2」というのが的確な表現であった。
冨田医事課長は笠寺病院へ入社して 11 年経ちます。高校卒業後、上場企業へ就職しその後医療事務の仕事をお
ぼえた。おとなしい性格で、現在の事務業務のすべてをこなすことができる。ただし、リーダーシップには欠ける
ことがあり、的確な指示を部下に出すまでには至っていない。月はじめには、限られたスタッフのみで残業をして
いる状況であった。

医師事務作業補助者・・・
平成 22 年 4 月の改定で、医師事務作業補助体制加算の対象が拡大された。鈴木事務長は南君に医師事務作業補
助者をやってみないかと、遠まわしにたずねてみた。南君の返事を要約すると、①僕は医事課を立て直すために大
原先生に頼まれてきた、②医事課の状態が悪いのは冨田医事課長のリーダーシップがないためで、僕が医事課長を
やるとよい、③僕が入力を間違えるのは、電子カルテになってないからであり、いつ電子カルテにするのですか ? で、
あった。

職員が給食をただ食いしています !
平成 22 年 4 月の改定で、内容のわかる領収証※ 3 を会計で発行することになった。会計窓口での混乱を予測した
鈴木事務長は、南君を説明係りにした。鈴木事務長は南君に「南君は知識が豊富だから、患者さんにわかりやすく
説明をするように」と、伝えた。南君は患者さんから質問があると、ペラペラと説明をし、トラブルも無く 1 年が
過ぎた。
平成 23 年 10 月から、病院の建替え工事が始まった。病院は仮設の状態で診療を続けているため患者数が減り、
相対的に医事課の職員が過剰になってきた。時を同じくして、2 名いる管理栄養士のうち 1 名が産休に入った。新
病院へ向けて栄養指導の件数を増やしているため、残った山本栄養士（28 歳女性）の業務量が増えてしまった。
山本栄養士は、事務員の補充を鈴木事務長へ依頼をした。鈴木事務長は、山本栄養士に質問をした。「南君ででき
る仕事か ?」山本栄養士の回答は「誰でもできます」であった。
鈴木事務長は南君に次のように伝えた。「新病院のシステム化を進める上で、各現場の業務を認識する必要があ
ると思う。まずは、栄養課へ数ヶ月行き業務内容を確認して、新病院のシステム化を推進してほしい。」南君は栄
養課へ行きますとひとつ返事で答えました。
南君が栄養課勤務となり 1 カ月が経ったころ、鈴木事務長は南君に「栄養課の仕事は慣れたか ?」と聞いてみた。
南君は「職員が給食をただ食いしています !」と答えた。
笠寺病院の職員食は 1 ヶ月単位で、事前に注文をして、食べた分だけ給料から天引きされる仕組みです。そのため、
毎日食数が変わり、それを集計する仕事がある。また注文した職員の名札を間違えずに壁に掛けておかなければな
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らない。職員は注文をせずに昼食を食べると、おかずがたらなくなってしまう。
山本栄養士に確認したところ、南君が集計間違いをしていることがわかった。
※ 1. 一般病床 143 床、病院建て替えを間近にしている。外来患者数は一日に 150 人で、内科系（消化器、内分泌、呼吸器）、外科系（消化器、
整形、皮膚）を中心とした、名古屋市立大学との関係が深い。
※ 2. 名古屋弁で「ずるい」という意味
※ 3. 正式には「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」

（課題シート）下記の設問を簡潔にまとめてください。
1.冨 田課長は、南君をどのように指導すればよいでしょうか？
2.冨 田課長は、南君の状況をどのように事務長に報告すればよいでしょうか？
または、何も報告しなくてもよいでしょうか。
3.鈴木事務長は、南君の処遇をどうすべきだと思いますか？
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