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要旨
本論文は、わが国の病院経営モデルの変遷と展望に関する研究である。わが国の病院経営
モデルは、概ね三期に亘る変遷を辿るが、これらを整理・分析する際に欠かせない重要なファ
クターに、医療制度の変容と改革の中身がある。筆者は、本研究において医療制度をわが国
の病院経営モデルの変遷の重要なファクターと位置づけ、一連の考察の手がかりとした。
医療費の抑制が、焦眉の課題となっている昨今、わが国の医療機関を取り巻く環境は、厳し
さを増している。さらに、医療のグローバリゼーションといった大きな潮流も目前に迫って
いる。わが国の病院経営モデルは、国内外の競争に晒されながら第四期の新たなステージへ
の移行を求められているが、本研究は、こうした情勢を踏まえながら、病院経営モデルの変
遷と展望を考察するものである。
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はじめに
わが国の病院経営モデルは、①高度経済成長とこれが終焉を迎える 1980 年代までの総合
型病院経営モデル、②少子高齢化が社会問題となり、これを背景として出現した 1990 年代
の二木による保健・医療・福祉複合型病院経営モデル、③情報社会の到来と IT 化の進展が、
モデルの強い後押しとなっている 2000 年以降の医療ネットワーク型病院経営モデル、の三
期に亘る変遷を重ねてきた。
病院経営モデルに影響を与える外部要因として、①経済情勢、②社会情勢、③医療行政を
掲げることが可能である。わが国の病院経営モデルは、常にこうした外部要因の強い影響下
に置かれていた。とりわけ、税収不足と生産年齢人口の減少、そして高齢社会の到来が決定
的となった 1990 年代は、医療機関の機能分化と病床削減への明らかな政策誘導が図られた
時期である。また 2000 年以降は、病院情報システムの構築と医療の質の向上が図られ、IT
化をキーワードとした情報管理システムの概念の注入と医療機関間のネットワーク連携が促
進された。そして今日、病院経営は、旧弊と革新の交差の時代を迎えている。今後の病院経
営は、さらに進んだ自助努力と経営革新で、時代が要請する病院像を先取りし作り上げて行
かなければならないと筆者は考える。
本論文では、従来までの病院経営モデルの三期の変遷を辿り、それぞれの病院経営モデル
の特徴と課題および変遷に至った理由について考察する。そして第四期のイノベーション特
化型病院経営モデルの到来を提起する。

1. 1980 年代までの病院経営モデル；総合型病院経営モデルの戦略と課題
（1）戦略；複数診療科による範囲の経済と規模の経済の追求
総合病院とは、100 床以上の病床数を有し、内科・外科・耳鼻科・眼科・産婦人科の 5 科
を標榜する医療機関の総称である。総合病院の制度は、1996 年の医療法の改正により既に
撤廃されているが、現在、病院名に総合病院を冠することに特段の制約はない。そのため、
未だに総合病院を標榜する医療機関は少なくない。
病院が、複数の診療科を擁することのメリットは、医療サービスのシナジー（synergy）
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を追求するからに外ならない。企業経営におけるシナジーには、①マネジメント・シナジー
（management synergy）
；新規事業領域に拘る過去の戦略、業務、管理のノウハウの統合、
②投資シナジー（invest synergy）
；原材料の共同保有、事業部間で類似した製品の研究成
果の統合、③操業シナジー（operation synergy）
；原材料の一括仕入、または施設の共通利用、
④販売シナジー（sales synergy）
；流通経路や製品の広告などの販売チャネルの統合、など
の 4 類型が想定される。
総合診療科を標榜する総合型病院経営モデルの場合、企業経営と同様に 4 類型のシナジー
効果を期待できると考えられる。例えば、マネジメント・シナジーにおいては、ある診療科
で培った集患やカルテ管理のノウハウが、それ以外の診療科でも応用可能である。投資シナ
ジーにおいては、医療機器の投資、医薬品やサプライ医療材料の共同保有、感染予防や医療
事故防止に係る取り組みや研究成果が、共有可能となる。操業シナジーにおいては、医薬品
や医療材料の一括購入による価格交渉、医療機器や検査データの共同利用による経営資源の
効率的運用、間接部門で働く人員の効率的配置が可能となる。販売シナジーにおいては、患
者サイドでのはしご診療による増収効果がある。また、複数の診療科を標榜することで、救
急搬入などの入院チャネルの多チャンネル化が可能となる。ところでシナジーとは、範囲の
経済（economic of scope）に他ならない。従って本論文では、以下、総合型病院経営モデ
ルのシナジーは、範囲の経済に対象を絞って論述を進めたい。
範囲の経済とは、既述したように事業多角化や、商品・サービスのラインアップを拡大す
ることで得られる相乗効果を通じて、単位当たり製品コスト、顧客当り平均コストを減少さ
せ、売上対利益率を上昇させる経済効果のことである。複数の事業を展開する場合に、共通
の経営資源が利用可能であれば、相乗効果によって経営効率が上昇する。
例えば単一の事業を展開している場合、繁忙期と閑散期の人員のミスマッチ、設備投資の
操業ラグが生じる状況下では、その稼働率の改善が課題となる。この場合、経営資源を複数
の事業で共有することで、上記ミスマッチから脱却し、稼働率の改善を図ることが可能とな
る。業種が販売業の場合は、同一の販路を活用すれば複数の製品の販売が可能になり、製造
業の場合は、設備の空動時間が解消され、技術産業の場合は、同一技術が多面的に活用され
るなどの利点が生まれる。
H.I. アンゾフ（Ansoff, H. Igor）は、新しい市場に新しい製品を流通させる場合、多角化
1

。多角化戦略には、
戦略が有効であると語っている [ 中村ら、2007（Ansoff, 1979）] （表 1）
①水平型、②垂直型、③集中型、④集成型があるが（表 2）
、経営資源を共有して複数の事
業を多角展開する場合、どのような事業形態であれば範囲の経済を追究できるかは、多角化
の関連性による [ 中村ら、2007（Ansoff, 1979）]。多角化には、関連多角化と非関連多角化
があるが、関連多角化の場合は、既存事業の隣接領域への進出である。この場合、既存の経
営資源の多くの部分の活用が可能なため、
新たな資源への投資は希少に抑えることができる。
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これに対し非関連多角化は、共有可能な経営資源が少なくなるため、範囲の経済が働きにく
い結果となる。病院の場合、複数の診療科を標榜することで隣接領域への乗り入れが起こり
やすくなり、範囲の経済を追究するメリットが広がる。そしてすべて関連多角化となる。
総合型病院経営モデルは、範囲の経済と併せ規模の経済（economic of scale）も追及して
いる。規模の経済とは、生産規模の拡大に伴い生産物の単位当たりのコストが下がり、生産
効率が上昇することである。規模の経済は、装置産業などのように、固定費の維持に膨大な
費用が発生する業種に生まれやすい。病院は、人的集約産業であると同時に典型的な装置産
業のため、規模の経済が発生しやすい。森川 [2010] は、
病院規模が 2 倍になると入院医療サー
ビスの便益が 10％上昇するとの実証研究を行っている 2。病院の規模は病床数で測るが、現
。一方、企業
在、国内で最大の病床数を有するのは、藤田保健衛生大学病院である 3（表 3）
規模が適正サイズを超過した場合、規模の不経済（diseconomies of scale）が働く。これは、
管理費など間接経費の超過、固定資産回転率の低下などにより、単位当たりのコストが増加
するために起きる。
表1

アンゾフの多角化戦略

H.I.
2007
Ansoff, H. Igor (1979), “Strategic Management,” Palgrave

302-315
Macmillan.

表2

[2007]

多角化戦略の種類

302-315
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図1

病床数別施設数の推移
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表3

病院別病床数ランキング
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一般的に、病床数が 100 床以下の病院では、規模の経済が働きにくい。また、表 3 に見ら
れるように、1,500 床超の病院が国内に存在しないことから、わが国においては、規模の不
経済が発生する病床数のラインが、1,500 床前後に存在すると考えられる。図 3 は、1984 年
から 2007 年までの病床別施設数の推移であるが、100 床以下の病院数は、1990 年以降一貫
して減少傾向にある。

（2）課題；医療計画と病床規制リスク
範囲と規模の経済を追求する総合型病院経営モデルの戦略により、78 ～ 81 年にかけて各
地で大型病院建設が進んだ。しかしながら 1985 年に施行された第一次医療法改正により、
この経営モデルは、転換を余儀なくされることとなる。
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第一次医療法改正の骨子は、無秩序な病院新設による増床に歯止めをかけ、医療提供体制
の体系的整備を行うことを目的とするものであった。本論に直接拘る主要な内容としては、
①都道府県ごとの地域保険医療計画の策定・実施、②地域保険医療計画による地域医療のシ
ステム化の推進、などがあった。とりわけ地域保険医療計画の策定では、従来からあった公
的病床の規制を私的病院にも適用することとし、必要病床数以上には新規の増床を認めなく
明治時代から保障されてきた「自由開業医制」が制限されることとなっ
なった 4。この結果、
た。ところが地域保険医療計画の制度化に伴う病床規制は、
「駆け込み増床」と呼ばれる現
象を誘発し 1985 年から 90 年にかけての 20 万床に及ぶ増設ラッシュをもたらした（図 2）。
この駆け込み増床に伴う病床数の急激な増加が、医療従事者の需要超過を喚起し今日に至る
医療従事者の慢性的な不足、特に看護人材の不足を招く遠因となった。


（出所） 平成 23 年度版 厚生労働白書 厚生労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査 病床数の年
次推移」図表 2-3-4。
図2

駆け込み増床時の病床増加率の推移

図 3 は、駆け込み増床がもたらした病院収益悪化のフローチャートである。左側のライン
は、病床の急増によるマンパワー不足を人員の手当てで補ったものであるが、結果的に人件
費の増加を招いた。真ん中のラインは、
病床利用率の低下を設備投資で補ったものであるが、
結果的に借入コストの増加を招いている。右側のラインは、病床利用率の低下による病院あ
たり収入の伸び悩みを表している。3 本のラインは、いずれも病院あたり収益率の低下に帰
結されている。
第一次医療法改正の当初の目的は、医療提供体制の受給を調整し医療費を中長期的にコン
トロールするものであったが、結果的には、諸外国に比べ病床過剰と指摘されるわが国の医
療提供体制の遠因を作る元となった。病床規制の施行以後、総合型病院経営モデルを戦略と
して恒久的に踏襲することが困難となった。また、駆け込み増床による資産回転率の低下に
悩まされる医療機関も少なくなかった。
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（出所） 近藤修申（1998）「経営する時代の病院経営」『Japan Research Review 1998 特別号』日
本総合研究所、86 頁。
図3

駆け込み増床以降の病院収益率悪化の構図

2. 1990 年代の病院経営モデル；二木による保健・医療・福祉複合型病院経営モ
デルの戦略と課題
（1）戦略；複合体による新たな範囲の経済の創出と患者囲込み
二木による保健・医療・福祉複合型病院経営モデル（以下、
「複合体モデル」
）は、総合型
病院経営モデルの後に登場する第二期の病院経営モデルである。
複合体モデルの嚆矢は、1989 年に「保健、医療および福祉複合体」という構想で登場する。
これは、政府の「高齢者保健福祉推進 10 ヵ年戦略（ゴールド・プラン）
」の医療の連携と統
合の一環で提唱された構想であった。しかしながら当初この構想は、あくまでも官庁式縦割
りで、分断的な支援の域を超えないものであった 5。なお複合体モデルが本格化するのは、
介護保険制度が導入された 2000 年以降である。
二木 [1999] は、複合体モデルの一般的な形態を、
「母体となる法人が単独もしくは関連す
る法人とともに医療施設を開設し、保健・福祉施設を併設する」と定義し、このモデルの戦
略を明快に説明した。二木の複合体構想の原型モデルは、
「病院」
、
「老人保健施設」
、
「特別
養護老人ホーム」の 3 つを想定したものである。表 4 は、
複合体モデルの特徴と概要である。
複合体モデルの基本は、ある開設主体が、保健施設・医療施設・福祉施設のいずれか 2 つ以
上を開設するものである。二木は、これを単に「複合体」と呼んでいる。
「複合体」のうち、
病院（医療施設）
・老人保健施設（保健施設）
・特別養護老人ホーム（福祉施設）の 3 施設併
設型を、特に「3 点セット」と呼ぶ。
「複合体」は、
「3 点セット」を併設する場合が多く、
1999 年当時では公私医療機関で 259 施設の存在が確認されている（表 5）
。
「複合体」は、複数の都道府県にまたがり、関連する医療施設を開設するケースが多く、
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これらは「関連・系列」と呼ばれる。表 5 によれば、3,456 施設が「関連・系列」である。「関
連・系列」は、病院名もしくは法人名で「グループ」と呼ばれる。また、病院を 2 つ以上運
営する開設主体は、
「チェーン」と呼ばれ 91 グループが確認されている。
図 4 は、
「複合体」
、
「関連・系列」
、
「グループ」
、
「チェーン」の集合概念である。二木 [1999]
によれば病院グループは、グループ内に「関連・系列」を抱え、さらに「3 点セット」を併
設する場合が多いと報告されている。複合体モデルは、保健・医療・福祉といった医療関連
分野の川上、川下市場を意識しているため、垂直統合の考え方を基本としている。二木が
1996 年から 98 年に実施した複合体研究（以下、
『複合体研究』
）によれば、
「複合体モデルは、
1990 年前後に初めて登場し、その後急速に拡大を遂げた。また、介護保険制度の創設が複
『複合体研究』の骨子は、以
合体モデルの浸透の追い風になっている 6」と報告されている。
下のとおりである。
①

全医療機関の 2 割で既に何らかの「複合体」化が起きている。

②

老人保健施設・病院・特別養護老人ホームの「3 点セット」と呼ばれる「複合体」化は、
全体の 2.3％で起きている。

③ 「複合体」に加え病院グループ、病院チェーン化も始まっている。
④

大病院ほど「複合体」
、
「グループ」
、
「チェーン」化が顕著である。

⑤

医科大学、自治体病院も「複合体」化の傾向にある。

⑥

医療法人が「複合体」化の中心的な役割を担っている。

⑦

医療系専門学校、看護学校、介護福祉専門校なども「複合体」のネットワークに取り
込まれつつある。

複合体モデルが、わが国で登場した背景には、政府の高齢者医療への取り組みと法整備が
あった。前出のゴールド・プランを契機として、資金力に余裕のある医療機関は、老人保健
施設（現在の介護老人保健施設）
、特別養護老人ホーム（現在の介護老人福祉施設）などの
建設を積極的に手掛けて行った。
1990 年以降、国内の先進的な医療機関は、わが国の医療需給は少子高齢化の到来により、
高齢者医療と福祉医療にシフトして行くとの市場動向を予見していた。複合体モデルは、病
床規制により規模の経済が見込めなくなった医療機関が、市場創出の仕組みとして範囲の経
済を追求し、新たな事業機会を見出した第二期の病院経営モデルである。
欧米では、医療・介護・健康・福祉を抱合する医療産業の総称をヘルスケア産業（health
care industry）と呼び、既にこの種の産業が勃興していた。わが国の先進的な医療機関も、
欧米の動きに追随する形でヘルスケア産業の創出を意識した経営コンセプトを打ち出し、複
合体モデルを確立するようになる。複合体モデル誕生の社会的背景として、
「健康転換
（health
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transition）」7 と呼ばれる人口動態・疾病構造・経済成長の 3 段階のフェーズのスキームは、
その根拠になると思われる（表 6）
。
「健康転換」では、人口、疾病、経済の転換が互いに関
連し合い、まとまりを見せながら次のフェーズに移行すると考える。わが国は現在、第 3 の
フェーズを迎えていると想定される。
複合体モデルの戦略は、保健・医療・福祉といったヘルスケア関連分野への相互乗り入れ
による新たな範囲の経済の展開と、患者の囲い込みである。これは、保健・医療・福祉の制
度的な相互乗り入れを図り、国民医療費の増加を分散させたい政府の政策的な誘導と合致し
ていた。図 5 は、それまで垣根が設けられていた保健・医療・福祉の制度の相互乗り入れの
様子を図示したものである 8。
表4

複合体モデルの特徴と概要
2

3

3

3

2

2

（出所） 二木立（1999）『保健・医療・福祉複合体（全国調査と将来予測）』医学書院、4-6 頁をも
とに、筆者が一覧表にまとめ整理して作成。

表5

3

2,220
3

複合体モデルの実際

23

200
3,456

19

2,014

1,571
139

259

59
1,063

1,155
89
91

33

（出所） 仁木（1999）、同上書、4-6 頁をもとに、筆者が一覧表にまとめ整理して作成。
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筆者作成
図4

複合体モデルのチェーン、グループ、関連・系列、複合体の集合概念

表6

健康転換の 3 つのフェーズ

Phase.1

Phase.2

Phase.3

（出所） 武藤正樹『健康転換の国際比較分析と QOL に関する研究』を参考に、医療、施設、保障
領域の項目を新たに筆者が追加して作成 9。

筆者作成
図5

医療行政の保健・医療・福祉の相互乗り入れ

複合体モデルは、当初その欧米的な医療需要の開拓手法から、①医療の寡占化と地域独占 10、
②福祉の医療化による福祉機能の低下、③クリーム・スキミングによるサービスの偏在と利
益の極大化を助長、との批判が挙げられていた 11。
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医療機関が複合体モデルを組成する最大のメリットとして、患者の囲い込みによる病院ブ
ランド形成が考えられる。例えば、ある医療機関が、急性期から慢性期、慢性期から介護・
健康・福祉といった、一貫したシームレスな医療サービス環境をグループ全体で提供すれば、
オールラウンドな領域で患者の囲い込みが可能となる（図 6）
。また、患者の医療情報を一
元管理することで、囲い込みのループは、さらに強化される。
ある程度の囲い込みが実現した複合体モデルは、地域医療の充実に欠かせない存在感を発
揮し、ブランドが醸成されることとなる。この効果は、地方ほど高くなるであろう。二木は、
『複合体研究』の中で
「介護保険の創設に対応して、
私的医療機関の複合体化は避けられない」
、
「複合体のプラス面とともに、マイナス面が拡大する危険性も大きい」と結んでいる。その
ために、「複合体」の経営情報の開示、医療、看護体制の情報公開の制度化が急務であると
指摘しているが、こうした課題は、後にコムスン問題 12 などで現実のものとなった。しか
しながら今日、わが国の医療行政は、医療・福祉・介護への相互乗り入れが進行中である。
『複
合体研究』に匹敵する全国規模での調査研究はその後現れていないが、国内の医療機関の複
合体モデルは、相当規模で浸透しているものと考えられる。

幼年期

青年期
診療所

出産

急性期病院

老年期

終末期医療

壮年期

老人保険施設
特別養護老人ホーム
ホームステイ
デイサービス

急性期病院

検診施設

筆者作成
図6

複合体モデルが想定する全方位的医療

（2）課題；医療行政の転換と診療報酬改定リスク
複合体モデルは、保健・医療・福祉の 3 領域をまたぐ社会保障政策の微妙なバランスと動
静の上に立脚している。このためこのモデルは、診療報酬の改定による減収リスクと医療行
政の政策転換リスクを常に抱えている。現在、複合体モデルは、これらの診療報酬改定リス
クを見極めながらのバランスのとれた運営が絶えず求められている。
例えば、2000 年 4 月の介護保険導入は、複合体モデルの順風要因となり、このモデルが
全国展開する契機となったが、2 年後の 2002 年 4 月の診療報酬改定では、一定の入院期間
を超す高齢患者に「包括払い方式」が適用され 13、モデル内での患者囲い込みにおいてコス
ト割れを来すケースが頻発した。また当時は、改定史上初の -1.3％改定が実施され、薬価で
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は -1.3％、保険材料でも -0.1％のマイナス改訂が実施された。その後 2004 年と 2006 年の改
定では、連続して医療・介護保険のマイナス改定が続き、複合体モデルを踏襲するほぼすべ
ての医療機関が減収を余儀なくされた。さらに、2003 年の第四次医療法改正では、病床区
分の見直しが行われ、全国の一般病院は、主に急性期医療を扱う一般病床と、慢性期医療を
扱う療養病床のいずれかを選択することとなった。
医療機関の主要な経営リスクは、集患力の低下と医療スタッフの確保困難であるが、とり
わけ医師と看護師の確保困難は、経営に与える打撃が大きい。一般病床は、医師や看護師の
配置基準、病床の回転率が高く設定されている。このため、集患力が弱く医療スタッフの雇
用確保が厳しい中小の医療機関は、療養病床への転換を余儀なくされた 14。ところがその後
の医療行政の方針転換により、介護保険を適用する療養病床の全廃が閣議決定され、複合体
モデルは、厳しい運営を迫られるようになった 15。介護保険も医療費と同様、導入後、給付
額が年々増加傾向にあり、
2006 年度（平成 18 年度）は、
創設当初の 2000 年度（平成 12 年度）
から 6 年目にして倍増している（図 7）
。
医療保険と介護保険をミックスして組成される複合体モデルは、診療報酬改定リスクと医
療行政転換リスクの複合リスクによる減収の脅威にさらされる結果となり、保健施設・医療
施設・福祉施設間でのバランスの取れた経営資源の配分と高度なマネジメントを求められる
ようになった。

（出所）厚生労働省の HP より。
<http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/dl/data.pdf> 2011.9.30.
図7

介護保険総費用の推移

3. 2000 年以降の病院経営モデル；医療ネットワーク型病院経営モデルの戦略と
課題
（1）戦略；医療ネットワークの構築による連携と支援
2000 年以降、病院は、診療情報システムの IT 化とネットワーク化のイノベーションによ
り、施設を超えた患者情報の移転が容易となった。かつての複合体モデルにおいて患者およ
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び患者情報の移転は、同一グループ内に限定されていた。高度情報化社会の到来に伴う病院
情報システムの劇的な進化により、施設のみならず病院グループを超えた医療サービスの連
携と支援が自律的に生まれるようになった。これは、病院のインテリジェント化と情報ネッ
トワーク化のハード・イノベーションの恩恵に帰するところが大きい。
病院と病院の連携は「病病連携」
、病院と診療所の連携は、
「病診連携」と呼ばれる。
「病
病連携」、「病診連携」が加速している背景には、医療行政の転換による診療報酬改定リスク
を、他病院とのネット・ワーキングで分散させる医療機関間の自律的な動きがある。筆者は、
これを医療ネットワーク型病院経営モデル
（以下、
「ネットワーク・モデル」
）
と呼称する。ネッ
トワーク・モデルの普及は、
厚生労働省が推進する医療機関の機能分化も強力な後押しとなっ
た。
厚労省が推進する医療機関の機能分化の狙いは、医療機関の機能と役割に応じて患者の医
療の緊急度と難治度をふるい分け、総医療費を抑制することにある。図 8 は、厚生労働省が
描く医療機関の機能分化と医療提供体制の整備の様子である。患者は、疾患の重症度に応じ
て、医療機関へのアクセスが制限される。初診や軽症の患者は、かかりつけ医や中小の医療
機関に、重症患者は大病院に搬送し、医療資源の効率的運用を図る。例えば「病診連携」で
は、初期診療や慢性の継続診療などは、診療所の医師やかかりつけ医が行い、専門的な検査・
診察や入院が必要な場合のみ病院が行う。同様に「病病連携」は、病院間において、それぞ
れの特長を生かした役割を担わせ、個々の患者の医療需要のベスト・マッチングを企図し、
医療資源を部分最適から全体最適へ援用するものである。2000 年以降の診療報酬改定では、
改正の度に医療機関がこれらの連携を推進するような経済的インセンティブが付与されてい
る。その結果、複合体モデルは、現在以下のような変容を遂げている。なお、1 ～ 6 のすべ
てを満たすものあるいはその一部を満たすものがある。
①機能分化をさらに進め、検診センターなど保健分野 16 にも進出している。
②グループ外の医療機関とも積極的に連携し、患者の囲い込みを拡大している。
③教育事業を手掛け、専門学校、看護学校、医科大学を設置し医療従事者をグループ内
で調達している。
④ Medical Service（MS）法人を立ち上げ、医療関連ビジネスを展開している。
⑤研究施設を持ち、医療技術の特化を図っている。
⑥自院のグループ内外でネットワークを構築し、ネットワーク全体で、統合的ヘルスケ
ア・ネットワークを組成している。
ネットワーク・モデルは、複雑ネットワークである 17。図 9 は、ネットワーク・モデルの
トポロジーであるが、中心の病院はネットワーク全体のハブとなり、グループ内の介護施設、
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福祉施設、保健施設、MS 法人、教育施設とネットワークを構築する。また、病院、診療所
は外部の医療機関ともリンクを張り、医療情報と患者のやり取りを行う。

㝔

ᚑ᮶

୰ᑠ㝔
デ⒪ᡤ

⤂
㝔

ᩚഛᚋ

ᨭ

⤂

୰ᑠ㝔࣭ デ⒪ᡤ

デ⒪ᡤ

୰ᑠ
㝔

（出所） 厚生労働省高齢者医療制度等改革推進本部事務局編（2001）
『医療制度改革の課題と視点』
ぎょうせい、72 頁、「病院・診療所のイメージ図」をもとに、筆者が作成。
図8

厚生労働省が描く機能分化と医療提供体制
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筆者作成
図9

ネットワーク・モデルの医療関連施設のトポロジー

（2）課題；システムの混乱とネットワークの分断リスク
ネットワーク・モデルの課題は、医療システムの混乱に伴うネットワークの分断リスクで
ある。ネットワーク・モデルの医療システムは、①施設間における患者搬送システム、②医
療情報転送システム、に類別することが可能である。
ネットワーク・モデルにおけるネットワークの分断の様子を例示したものが、図 10 と図
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11 である。最初に、図 10 のような診療圏を想定する。診療圏の中核は、医療施設群と教育・
研究施設群を抱える A グループ病院である。A グループ病院は、a 基幹病院を中心に、患
者と医療情報を、B 病診連携、C 病病連携、D 病病連携に供給している。ここで、a 基幹病
院に何らかのトラブルがあり、ネットワークからの退出を余儀なくされた様子を描いたもの
が、図 11 である。施設間における患者搬送システムのトラブルとしては、以下の項目が想
定される。
・診療において致命的な支障を来すスタッフの退職 18 もしくはスタッフの確保困難
・重大な医療事故に伴う業務の休止
・経営破綻もしくは閉院
・その他の重大なトラブル
一方、医療情報転送システムのトラブルとしては、以下の項目が想定される。
・医療情報システムの大規模なダウン
・大規模災害によるシステムの被災
・その他の重大なトラブル



筆者作成
図 10

ネットワーク・モデルの医療ネットワークの様子
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筆者作成
図 11

ネットワーク・モデルの医療ネットワークの寸断の様子

医療ネットワークの基幹となっている医療機関が、ネットワークからの退出を余儀なくさ
れた場合、その余波は全体に及ぶこととなる。図 11 は、グループ外の連携病院のネットワー
クの退出が及ぼすリスクを表している。図 10 において、A グループ病院の a 病院は、B 病
診連携、
C 病病連携、
D 病病連携の橋渡しをする重要なポジションに置かれていた。a 病院が、
図 11 に示すようにネットワークからの退出を余儀なくされた場合、B 病診連携、C 病病連携、
D 病病連携とのネットワークが寸断される。またグループ内自体の医療施設、教育施設群と
のネットワークも寸断されてしまう。
このように、ネットワーク・モデルでは、自院の病院グループ以外のノードの消失も、ネッ
トワーク全体に多大な影響が及ぶことが認識されるようになった。2004 年以降、わが国で
社会問題化した医療システムの混乱の本質は、基幹病院の消失に伴う医療ネットワークの障
害と分断にあると考えられる。最近の地域医療計画では、疾患ごとのネットワークも整備さ
れるようになったが、ネットワークの比重の重い急性期病院におけるネットワーク障害を考
慮しながら、ネットワーク全体の寸断リスクを回避する、サブ・システムの構築、もしくは
新たな仕組み作りが求められている 19。更に、ネットワーク・モデルの特性は、ネットワー
ク外部性（network externality）とネットワーク効果（network effect）という用語で翻訳
することが可能であるが、
ソフトとハードの事情でネットワークに接続できない医療機関が、
医療ネットワークから切り離されてしまう「メディカル・デバイド（medical divide）
」の問
題を孕んでいることも指摘したい。

4. 近年の病院経営モデル；イノベーション特化型病院経営モデルの戦略と課題
（1）戦略；メディカル・クラスターによる産業と市場の創出
近年、医療イノベーションの創出に特化した新しいタイプの病院経営モデルが登場してい
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る。新しいタイプの病院経営モデルは、従来見られた三期の病院経営モデルの変遷の延長線
上にはない点が特徴的である。従来のモデルは、医療行政の環境変化に適合するため、ドメ
スティックに進化した連続性のある受動的なモデルであった。これに対し、新しいタイプの
病院経営モデルは、海外から導入され外発的に普及した創発的なモデルである。
新しいタイプの病院経営モデルは、医療を取り巻く国内の 3 つの社会的要因、①保健・医
療・ 福 祉 サ ー ビ ス の 複 合 体 化、 ② IT 化 の 進 展 に 伴 う 病 院 情 報 シ ス テ ム（hospital
information system）の進化、③医療のネットワーク連携の加速に、海外からの 3 つの外発
的要因、④医療サービスの産業化、⑤医療サービスのグローバル化、⑥国の成長戦略が付加
され、自律的に組成と進化を遂げたものである。
新しい病院経営モデルの特性は、医療イノベーションの創出に特化した革新性にある。本
論文における以下の文脈では、この革新性に注目し、新しい病院経営モデルをイノベーショ
ン特化型病院経営モデル（以下、
「イノベーション・モデル」
）という筆者の造語で代置する
こととする。イノベーション・モデルの戦略は、メディカル・クラスターによる産業と市場
の創出である。
表 7 は、従来の病院経営モデルとイノベーション・モデルの変遷の相違点をまとめたもの
である。従来のモデルの変遷の原因は内生的であり、主要因は医療行政であった。また、変
遷過程は受動的で連続性があり、変遷のコンセプトは、適応と進化と特徴づけることができ
る。これに対し、イノベーション・モデルの変遷の理由は、外発的であり、主要因は産業政
策である。また、変遷過程は能動的で不連続であり、変遷のコンセプトは、イノベーション
と自律と特徴づけることができる。
表7

従来の病院経営モデルとイノベーション・モデルの変遷の相違点
































筆者作成

図 12 は、4 つのモデルの変遷のイメージを図示したものである。従来の病院経営モデルは、
国内の医療行政に適応進化する形で、連続性をもって受動的に変遷した様子を描いている。
これに対し、イノベーション・モデルは、外発的に不連続な形で誕生した様子を描いている。
イノベーション・モデルを、わが国に登場させる嚆矢となったのは、経済産業省が 2001
年に始動させた産業クラスター計画および文部科学省が 2002 年に始動させた知的クラス
ター創成事業である（以下、両者を「国内クラスター計画」と略称する）
。国内クラスター
計画は、産学官のネットワーク連携の試みを通じた産業振興のための実験的な取り組みであ
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り、地域イノベーションやベンチャー企業の立ち上げを推進し、国際競争力の高い新事業の
創出を担うものであった。国内クラスター計画の特徴は、産業クラスターを産業創出のため
のイノベーション・スキームとして取り込み、これを通じたバイオ・医療・ロボット・IT
などの分野での革新性の高い商品の開発を企図するものである。
産業クラスターの組成には、
アメリカのオースティン、フィラデルフィア、フィンランドのセンター・オブ・エクスパタ
イズやドイツのミュンヘンなどを参考としている 20。
当初の国内クラスター計画の構想では、コア・クラスターとしての病院機能の重要性への
配慮を欠いていた。ところが、2003 年より本格的に開設が始まった神戸医療産業都市のメ
ディカル・クラスター構想がモデル事業となり、近年では、高度急性期病院を国内クラスター
計画の重要なコア・クラスターと認識し、プロジェクトが推進されている。イノベーション・
モデルの戦略は、コア・クラスターとしての、①革新病院 21、②研究大学、③創発企業と複
数のインキュベーション施設から組成されるメディカル・クラスターを用いた医療と他産業
の融合による新産業と市場の創出である 22。イノベーション・モデルの革新病院は、関係す
るコア・クラスターと医療イノベーションの場を提供しながら、企業や研究機関と一体で技
術水準を引き上げ、イノベーション・モデルのブランディング化を図るものである。その結
果、新産業や新たな雇用が外部経済としてもたらされることとなる。欧米には、
イノベーショ
ン・モデルにより世界的なブランディング化を果たした、傑出した医療機関が複数存在して
いる 23。

筆者作成
図 12

わが国の病院経営モデルの変遷のイメージ
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表8

先端医療開発特区（スーパー特区）の採択課題

1

iPS

PJ
iPS

1

in vitro
PJ

2
2

PJ

2

PJ

3

2
2

ICR

3
3

PJ

3
3
3

PJ

3
PJ

3
PJ

4
4
4
4

PJ

5

PJ

5

PJ

3
5
5
5

※ 1；iPS 細胞応用、2；再生医療、3；革新的な医療機器の開発、4；革新的バイオ医薬品の開発、5；
国民保健に重要な治療・診断に用いる医薬品・医療機器の研究開発
（出所）経済産業省の HP より。
<http://www.meti.go.jp/press/20081118003/20081118003-1.pdf> 2011.9.10.
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表 8 は、2008 年に厚生労働省により「革新的創薬等のための官民対話」で提唱され、創
設が決定した先端医療開発特区
（以下、
「スーパー特区」
）
に採択された案件の一覧である。スー
パー特区内では、①承認審査の迅速化、②開発段階から関連省庁との討議の優先化、③複数
の予算の統合化、などの優遇措置が採られている。スーパー特区にエントリーしている革新
病院および研究大学は、イノベーション・モデルの有力候補であるといえよう。

（2）課題；病床の再編と同型化リスク
わが国の中長期的な国家財政の窮状を打開する上で、歳出の 30％を占める年金・医療・
福祉などの社会保障費の縮減は焦眉の課題となっている。このため、2012 年度の診療報酬
改定では、
2025 年度にピークを迎えるとされる国民医療費の縮減を図る病床再編計画（以下、
「2025 年モデル」
）の青写真が示された（図 13 参照）
。
「2025 年モデル」では、7 対 1 入院基本料を算定する高度急性期医療の病床規模を、現在
の 32.8 万床から 18 万床程度に半減させる計画が盛り込まれている 24。イノベーション・モ
デルの展開が予想される革新病院は、
「2025 年モデル」で示される 7 対 1 の入院基本料を取
得し高度急性期医療を担う病床群であるが、特に全国で 81 の施設数を数え、約 9 万床の病
床数を保有する特定機能病院 25 がその有力候補になると考えられる。しかしながら「2025
年モデル」では、高度急性期病床群の再編と縮減が明確に示されているため、イノベーショ
ン・モデルを踏襲することが可能な医療機関は、厚労省が規定する高度急性期病床群の枠組
みに該当することが必要条件となる。

（出所） 厚生労働省（2012）「平成 24 年度診療報酬改訂の概要－現在の一般病棟入院基本料等の
病床数」、53 頁。
図 13 「2025 年モデルにおける」病床再編のイメージ
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組織論における新制度学派は、同一組織フィールド（organizational field）内で、組織が
同型化（isomorphism）する現象を、強制的同型化（coercive isomorphism）
、模倣的同型
化（mimetic isomorphism）
、模範的同型化（normative isomorphism）という枠組みで説明
している [DiMaggio & Powell, 1983]。とりわけ、制度という制約条件下では、組織の同型
化が進行する。同型化は、ポピュレーション・エコロジー（population ecology）概念の援
用であるが、ある組織の形態・戦略が有力である場合、どの組織も同じ形態・戦略に収斂し
て行くという現象を説明するものである。わが国の病院経営モデルの変遷は、医療制度とい
う制約条件のために同型化のフレームワークに落とし込むことが可能である。
表 9 は、同型的組織変化のメカニズムをまとめたものである。競争的同型化は、自然生態
系に見られる同型化のメカニズムであるが、病院経営モデルの第一期に見られる総合型病院
経営モデルの普及は、医療行政の順風下において規模の経済と範囲の経済を追求した競争的
同型化が浸透した事例に該当する。
強制的同型化は、制度的圧力や規制が、同型化のメカニズムに影響を及ぼす場合である。
医療行政の転換で病床規制や医療費の削減が明確に打ち出された 90 年代の複合体モデルは、
強制的同型化に該当する。模倣的同型化は、成功モデルの模倣により同型化が浸透するケー
スである。複合体モデルの浸透が、病院経営モデルの成功事例となり、複合型を発展させた
ネットワーク・モデルの普及となった。ネットワーク・モデルは、模倣型同型化に該当する
ものである。
模範的同型化は、
専門家集団による組織を超えたネットワークの構築による同型化であり、
高度なメカニズムに起因する組織変化である。模範的同型化が、他の同型化と異なる点は、
一般解としてのベスト・プラクティスを導き出すことが容易ではない非模倣性にある。近年
登場した第四期の病院経営モデルのイノベーション・モデルは、メディカル・クラスターを
組成し、医療イノベーションを創出する高度な仕掛けを持つ。このため、イノベーション・
モデルは、模範的同型化を辿ることが予測され、このことが当該モデルの同型化リスクとし
て指摘される。
表9


同型的組織変化のメカニズム




















（出所） DiMaggio, P.J. and W. W. Powell（1983）における同型的組織変化のメカニズムを筆者が
平易な表現で加筆補正。
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イノベーション・モデルは、病院が本来兼ね備えるインベーション「場（ba）
」としての
機能を十二分に発揮する病院経営モデルとなることが予測される。しかしながら、①模倣が
容易ではないこと、②高度急性期病床群の枠組みを堅持すること、などが課題として指摘さ
れるため、このモデルを選択する医療機関は限定的となることが予想される。

おわりに
本研究を通じ、三期に亘るわが国の病院経営モデルは、制度的同型化のメカニズムにより、
整合的に説明することが可能であることが確認された。このことは、医療制度改革というメ
ルクマールが、時宜、わが国の病院経営に強い影響を及ぼし続けている事象であることを意
味している。今後、わが国の医療制度は、制度の制約をさらに強化した欧州型を志向するこ
とが予想される。このため、慢性期医療、在宅医療など、超高齢社会対応型の医療機関の機
能分担を拡充させる一方で、模範的同型化を追求する高度でイノベーティブな医療機関を相
次いで誕生させると考えられる。わが国の医療機関は、これまでにない病院経営モデルのパ
ラダイム・シフトが始まっていることを念頭におきつつ、自院にとっての全体最適の病院戦
略を打ち出し、病院淘汰再編の時代に備えるべきであろう。
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2

森川正之（2010）『病院の生産性－地域パネルデータによる分析』RIETI Discussion Paper
Series10-J-041、11-12 頁。

3

愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪 1-99。一般病床 1464 床、精神病床 30 床の計 1494 床。2011 年
8 月 20 日現在。

4

これは、
「供給（病床）が需要（患者）を生む」という有効需要の考え方から導かれた政策
である。当時政府は、わが国の高齢化の到来と社会保障費の将来推計から、医療費の抑制策
を打ち出す必要があるとの結論に至った。

5

田中晴人、熱田一信（2002）『総合医療福祉論：保健・医療・福祉の複合体づくりをめざして』
ミネルヴァ書房、113 頁。なお、複合体という言葉が始めて登場するのは、1992 年の同名の
タイトルの医療関連雑誌『病院』51（6）号の特集記事である。

6

二木立（1999）『保健・医療・福祉複合体（全国調査と将来予測）』医学書院。

7

健康転換とは、人口・疾病構造・保健医療体制・社会や経済構造の変化が相互に影響し合い
ながら、段階的・歴史的変化を遂げるという概念。これは、1980 年代に、公衆衛生経済学の
C. マレイや人口学の J．コールドウェルらによって提唱された。各々別々に発達した人口転
換論・疾病転換論・経済成長論が統合して体系化された考え方である。

8

これは、制度的な相互乗り入れを図ることで、例えば医療必要度の低い社会的入院者を、介
護や福祉の施設に収容させることで、医療費を介護保険や自治体の福祉財源にコスト・シフ
ティングする狙いである。

9

武藤正樹：国立医療病院管理研究所医療政策部長（当時）『健康転換の国際比較分析と QOL
に関する研究』平成４年度国際共同研究成果発表抄録集、37 頁のスライド 8 をもとに加筆し
て筆者が作成。

10

二木の複合体研究では、「複合体のサービスが一定水準を保つのであれば、逆に利用者の安
心を高める」とのプラスの指摘がある。

11

経済学用語で、エネルギー、通信、運輸、医療、教育などの公共サービスにおいて、規制緩
和によって参入する新規事業者が、収益性の高い分野のみにサービスを集中させて「良いと
こ取り」することを指す。医療の分野では、過疎地医療や小児科医療の収益性が低いため、
自由競争に任せるとそれらから撤退する医療機関が後を立たないのでは、との指摘がある。

12

在宅介護大手であった（株）コムスン（当時会長：折口雅博）が、介護スタッフを水増し、
保険請求の不正を常態的に行っていた事件。このため厳しい行政処分を科せられることとな
り、コムスンの関連事業は、すべて他社に譲渡されることとなった。コムスン問題の背景に
あるものは、①福祉マインドを逸脱した営利の追求、②事業運営費に見合う介護報酬の担保
がなされていなかった、③行政や監督官庁の監査や指導不足、などが指摘される。現在、介
護ビジネスを展開する多くの事業所が、十分な賃金を介護スタッフに提供できないため人材
の確保に苦慮し、サービスの質の低下にさらされているという厳しい現実がある。

─ 192 ─

わが国の病院経営モデルの変遷に関する一考察

13

これには、入院日が 90 日を超えると診療報酬額が定額となる「90 日ルール」（2000 年 10 月
施行）、180 日を超えると定額となる「180 日ルール」（2002 年 4 月）がある。

14

一般病床と療養病床は、医師数による基準、看護師数による基準、病床回転率による 3 つの基
準が定められ、一般病床の基準に達しない場合は、療養病床への転換を余儀なくされる。基準
の傾斜は、概ね一般病床 3：療養病床 1 で、診療報酬も概ねこれに準じた扱いとなっている。

15

時期については、まだ確定していない。2011 年 7 月 31 日現在。

16

保健分野とは、健康診断、人間ドック、会社検診など予防医学の領域への進出である。従来
は外来で行っていたものを、機能を切り離して検診センターとして患者を受け入れ運営する
形態が一般化している。

17

大規模で複雑な構造を持つネットワークの総称であるが、複雑ネットワークは、「スモール・
ワールド・ネットワーク」、「スケール・フリー・ネットワーク」、「クラスター・ネットワーク」
の特徴を持つとされている。

18

東京都北区で開業していた東十条病院は、2007 年 10 月 31 日に突然閉院した。原因は、常勤
医師の派遣元である日本大学の医局とのトラブルから、相次ぐ医師の引き揚げを受け、病院
運営が困難となったためである。東十条病院は、1991 年 6 月、医療法人社団りんご会によっ
て開業された。16 の診療科目を持ち、北区最多の病床数を誇っていた。同病院は、東京都よ
り東京都災害拠点病院にも指定される地域の中核病院であった。なお、閉院後の建物は、
2009 年 11 月より板橋中央総合病院グループの所有となり、明理会中央総合病院としてリ
ニューアルオープンをしている。

19

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、石巻や気仙沼など東北地方の都市の医療シ
ステムが、全面的な機能不全に陥った。現地には、大量の医療ボランティアが投入され、大
規模な医療支援が行われているが、患者カルテの消失などシステム復旧に向けた道のりは容
易ではない。

20

経済産業省の HP<http://www.meti.go.jp/topic/data/e20308aj.html> 2011.10.9 および文部科
学省の HP<http://www.mext.go.jp/component> 2011.8.20 を参照のこと。

21

病院の革新性を評価する基軸には、技術水準、IT 化、建築意匠、事業展開、マネジメント力、
顧客満足度などが考えられるが、何れもプロダクト・イノベーションもしくはプロセス・イ
ノベーションによる価値の創造を伴うものでなければならない。従って本論が規定する革新
病院とは、価値創出のポテンシャルが高いイノベーティブな病院ということになる。下表は
革新病院の要件である。

21
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IT

出所：筆者作成
22

メディカル・クラスターを用いた産業創出のポテンシャルとしては、「医工連携」と呼ばれ
る分野に期待が持たれている。とりわけ、医療機器・創薬・先端医療の領域で、革新的な医
療イノベーションの量産を可能にする産学官の支援体制の整備が始まっている。

23

欧米の有数のメディカル・クラスターのコア・クラスターの実際は、下表の通りである。

Medical Alley
Cluster
Gene
Town
Cluster

Mayo Clinic, etc.

Research
Triangle
Cluster

University of North Carolina
Hospitals,
Duke
University
Medical
Center, etc.
Johns Hopkins Hospital, etc.

Bio Capital
Cluster
Bio
Valley
Cluster
Medicon
Valley
Cluster

Massachusetts,
Hospital, etc.

General

University Hospital of Basel,
etc.
Rigshospitalet-University
Hospital of Copenhagen,
Lund University Hospital,
Steno Diabetes Center, etc.

Mayo Medical School,
University of Minnesota, etc.
Harvard Medical School,
MIT, etc.
Duke University,
The University of North Carolina
at Chapel Hill, North Carolina
State University, etc.
Johns Hopkins University,
University of Maryland, etc.
University of Basel, etc.
University of Copenhagen,
Lund University,
Malmö University, etc.

Medtronic Inc., etc.
Biogen Idec Inc.,
Millennium
Pharmaceuticals Inc., etc.
GlaxoSmithKline, Biogen
Idec., etc.
Medimmune, etc.
Novartis
Aventis Roche etc.
Novo Nordisk A/S, H.
Lundbeck
A/S,
AstraZeneca, Nycomed,
Ferring Pharma ceuticals
etc.

出所：筆者作成
24

7:1 入院基本料とは、1 名の看護師が、平均して７名の患者を看護している人員の配置基準の
医療機関に支払われる入院医療に拘る診療報酬である。

25

特定機能病院とは、高度先端医療行為を必要とする患者に対して、対応可能な設備、高度な
技術を備える病院であり、厚生労働大臣の承認を受けた指定病院である。特定機能病院は、
わが国の医療提供体制の整備と病院機能分化の推進の象徴として、1993 年 4 月施行の医療法
の改正によって制度化され、わが国の医療水準を牽引する teaching hospital としての役割を
担ってきた。特定機能病院の指定を受けるには、①一般病院の設備に加え、集中治療室、無
菌病室、医薬品情報管理室を備えている、②病床数 400 以上 10 以上の診療科を標榜している、
③来院患者の紹介率が 30% 以上である、④通常の病院の 2 倍程度の医師を配置している、⑤
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薬剤師・看護師についても通常の病院以上の配置がある、ことなどを条件としている。現在、
わが国では、81 の病院が特定機能病院の承認を受けている。国立がんセンター中央病院、国
立循環器病研究センターを除き、すべて大学付属病院である。
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A Study on the Recent Evolution of Hospital
Management Models in Japan
SUGIYAMA, Masaki
Abstracts
This paper focuses on the study of the recent evolution of hospital management models
and their prospects in Japan. From the historical point of view, hospital management
models have changed their main phases in the past three periods described as follows: 1）
1980's period of high economic growth 2）1990's period of the arrival of the declining birth
rate and growing proportion elderly people. Above all, 1990's was the era of definite
change on medical administration, which shifts from protection for hospitals to weeding
out of them, because of the lack of tax revenue, decrease of young labor population and
increase of elderly population rate, 3）after 2000's period of coming of era of IT
technology and post-industrial society, or information oriented society. The coming of
information-oriented society according to the advancement of IT technology was the era
of requiring efficiency and effectiveness on hospital management and high quality of
medical care and taking the new concepts on management into account. In this sense,
hospital management in those days, faces conflicts between the traditional phases and
innovative ones
Critical environmental factors affecting hospital management models in every era are 1）
economic circumstances, 2）social circumstances, 3）medical administration by the
government.
In this paper, I would like to trace the typical hospital management models in every era
above mentioned with their backgrounds, and make clear their remarkable characteristics
which constructed these models and issues to be considered there.
Furthermore, we are required to recognize the arrival of globalization on medical care
which is spreading across countries today. This means the arrival of the fourth era of the
hospital management system that follows the eras above mentioned.
Based on those examinations and considerations, as my conclusion of this paper, I would
like to present prospects on the hospital management models to be in the fourth era and
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related issues to be resolved.
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