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(3)医療の事業経営論/医 療業の経営持続性 を考える

西 田 在 賢(武 蔵野大学大学院)
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は じ め に

1985年 に戦後最大 の医療法改正 が行 なわれた.そ の

前年84年 には健保法 の改正が あ り,社 保本 人の負担が

まずは1割 で始 まった.い わゆ る第一次 医療制度改革

であ る.そ してこの頃を境 に病院か ら「経営が苦 しい」

とい う声が上 り始め た.そ れか ら20年,病 院経営者が

毎年 の ように苦 しいを連発す る中で,病 院経営 の近代

化 が着実 に進 んでお り,病 院業 を中心に医療事業 の経

営研 究 もしだいに進 んでいる.

3回 シ リー ズの連載最終 回は医療の事業経営論,い

わゆ る病 院や 診療所 な ど医療サー ビス提供事業 の経営

学について概 説 したい.

わが国病 医院経営の実情

前 に説明 した ように,わ が国の国民医療 費統計 は国

民皆保 険制度の中で使 われた医療費の動向 を教 え るも

の である.そ の動 向は とい うと,1970年 代 半ば以降,

つ い先年 までの四半世紀余 りに も亘 って毎年約1兆 円

規模 で増 え続け る とい うものであった.

ちなみ に,医 療機 関の収 入はそのほ とん どが国民皆

保険制度に基づ く保 険給付 と患者窓 口負担 を合 わせ た,

いわゆる社 会保 険診療一収 入であ る(図1参 照).そ して

わが 国の医療機関のほぼすべ てが保険医療機 関 となっ

ている.そ れゆ え,国 民医療 費が増加 し続けた とい う

こ とは,全 国の病 医院収 入の総額 も増 え続けた ことを

意味す る.

ところが,病 院については ピー ク時の1990年 に10,096

あったのが,昨 今 では9,100程 度 にまで数が減 っている.

もっ とも,病 院 が1,000近 くも減 った とい う割 には,こ

の間の病院倒産 は100件 に も届か ない(図2参 照).じ

つ は,素 人経営で無理 を感 じた中小 零細病 院が無床診

療所 となって医療提供 を続 けているのであ る.ち なみ

に,有 床診療所であって も経営 は容 易ではな く,2000

年以 降の3年 間で2,500近 くも減 って昨今 は15,000ほ ど

になっている.同 じ期 間に無床診療所 は5,700も 増えて

80,000を 超 え,し か もその増加 の勢 いは止みそ うにな

図1　 医療施設別社会保険診療収入割合

2001年6月 実施の医療1経済実態調査報告から

(※入院 ・外来の社会保険診療収入のみ抽出)

図2　 病 院 閉鎖 の 多 くは倒 産 で はな く,(無 床)診 療 所へ 移 って

い る…

資料:帝 国デー タバ ンク企業 倒産 統 計(負 債 額1,000万 円以上 の

倒 産 を集 計)
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い.そ のようなことから,病 院も有床診療所 も閉院す

るのではなく,た いていが無床診療所になって地域の

医療提供を続けているわけである.

戦後のわが国病院復興の歴史を辿ると,診 療所が大

きくなって入院施設を持 った有床診療所 となり,や が

て病院になった例が大半なので,見 方を変えれば「(経

営の難 しさが理由で)病 院や有床診療所が無床診療所

に戻 って行 っている」ともいえよう.

病院と診療所では経営管理が異なる

これまで 日本では医療事業の経営研究が遅れていた

こともあって,病 院も診療所 も経営の基本が同じだと

思い込まれてきた.し か し,図3に 見るように病院は

固定費 と変動費の割合が6:4,そ れに対 して有床診

療所は4:6と 逆転 しており,無 床診療所では3:7

となる.

固定費割合が大 きいということは,月 々の収入に関

わらず毎月決 まって出る費用が大 きいことを意味する.

だから,病 院は収支バランスを良 くするために,医 療

法の人員配置基準に沿って医師・看護師を多数抱える入

院施設の病床 をできるだけ埋めるように努めねばなら

ない.そ のためには病床利用率の管理が重要 となり,

また施設や設備の維持 と更新のための資金繰 りも重要

で,そ れらを管理するためには専任の経営スタッフが

必要 となる.ま た有床診療所では,病 院ほど人員配置

基準や施設基準が厳 しくないが,や は り病床利用率の

管理が必要である.そ れに較べて,無 床診療所では固

定費割合が少ない分,月 々の収入の変動に対 しても柔

軟に対応できるため,医 師が経営者 を兼ねることに無

理が生 じない.

参考までに,病 院,一 般診療所,歯 科診療所の平均

的な経済規模の目安 を図4に 示す.こ れは国民医療費

に占める施設別収入額 をそれら施設数で割ったもので

ある.こ れを見て分かるように病院は一般診療所の20

倍以上,一 般診療所は歯科診療所の約2倍 の経済規模

となっている.な お,こ の比較では,介 護保険制度か

らの収入や自由診療による収入などが反映されておら

ず,一 応の 目安に とどまる.ま た,20床 以上を有する

入院施設はすべて 「病院」 と分類されるため,病 院の

経済規模の幅はたいへん大 きい.そ のため,病 院の経

営手法については一概に論 じえないことにも留意を要

する.

病医院経営の動向

先に説明 した ように,病 院や有床診療所の数 は減 っ

て行 ってい る.他 方 で,前 回の制度経営論の ところで

説 明 した ように,当 面 は調整 国民医療 費※が減 るとは

考 えられていない.そ の結果,生 き残 った病院や有床

診療所 は必然的 に収入規模 が大 き くなって い く.そ の

ため,月 々の決済額 も大 き くな り,専 門的 な経営管理

をしない と資金繰 りに窮 す る恐 れが高 まる.ち なみに,

「倒産」 とは資金繰 りに行 き詰 まって支払い決 済が不

能 とな り,銀 行取引が停 止になった状態 を指す.

※介護保険に転嫁された,か つての高齢者医療費分を国民医療

費に加えた額

近年,病 医院 でどの ような医業収入の変化 が起 こっ

てい るか につ いて,健 康保 険組合連合会 が2004年 春 に

公表 した報告書で具体 的に見 てお く1).ここでは厚生労

働省 の 「最近 の医療 費動 向～MEDIAS～ 」のデー タを

使 って,2002年 度の診療報酬実質マ イナス改定 の影響

医療施設別固変比率推定

図3　 病院は固定費事業,診 療所は変動費事業

診療所の場合,院 長報酬は事実上変動費と扱えるが,法 人経営

による病院ではそのようなわけにはいかない

出典:西 田在賢著 「医療・福祉の経営学」(薬事 日報刊)

図4　 病院 ・診療 所 の収 入規模 の 目安

(1998年度の国民医療 費をもとに算 出した)
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を探 るために2001年 度 と2003年 度の4～6月 の医療費

(すなわち医業収入)に つ いて比較 し,以 下 のよ うな

結果 を報告 している.

・病 院の入院医療 費(す なわち入院収入)は 全(体で1.8

%の 増加 なが ら,施 設数 が0.6%減 少 したため,病 院

1施 設当 りの入院収入 は2.4%増 加 した.さ らに,患

者1人 当 りの平均病床利用 日数は減少 しているに も

かかわ らず,1日 当 り医療費が4.4%増 大 しているこ

とか ら,レ セプ ト1件 当 りの医療費は1.6%増 加 して

収 入増につながっている.

・有床診療所 の入院医療費 は全体 で7 .4%減 少 して い

る.ま た,レ セプ ト総件数(も減 り,レ セプ ト1件 当

り医療 費 も2.3%減 少 した.に もかか わ らず,施 設数

が約10%も 減少 したため,1施 設 当 りの レセプ ト件

数(が5.7%増 加 し,有 床診療所1施 設当 りの入院収入

は3.2%増 加 した.

・入院外医療 費(す なわち外来収 入)で み る と,病 院,

有床診療所,無 床 診療所 とも1施 設 当 り医療 費は約

5%減 ってい る.た だ し,無 床診療所は,病 院や有

床診療所 とは異な り,レ セプ ト総件数 と利用 日数 で

それ ぞれ6%,1.5%増 加 してい る.し か し,無 床 診

療所の数 はこの2年 間で約5%も 増加 したため,1

施設 当 りレセプ ト件数 はほぼ横 ばいであった.

つ ま り近年,入 院施 設 を有 す る医療施設(病 院,有

床診療所)と そ うでない医療施 設(無 床診療所)と で

は経営環境 に明 らか な違いが現れてお り,結 果 として

これ らの医療施設 それ ぞれが属 す る団体 の利害の違い

が 目立 って現れ るこ とが予想 され る.

事業経営持続の失敗,つ ま り倒産 につ いて

「倒産」 は経済用語 ではあるが,経 済学用語 ではな

い.経 済学 では同様 の事象 を 「市場 か らの退 出」 とい

う.こ の ことか らも分か るよ うに,経 済学が 目指すの

は経 済事象 を普遍的,か つ厳密に説明す るこ とである.

他 方,経 営学 では同 じく経済 を扱 うものの,経 済学ほ

どには時間軸 の普遍性 を求めず,時 々刻 々 と変化,変

容 す る経 済 を説 明す るこ とに関心 を持 っている.た と

えば,80年 代初め に一世 を風靡 した トヨタの 「カンバ

ン方式」 な る部 品在庫 の適時管理 は読 み書 き計算が 当

り前の ようにで きる 日本人従 業員だか らこそ実現 した

ものであ り,米 国のよ うに工場従業員 の教育水準が低

く,し か も彼 らが使 う言語 は英語,ス ペ イン語他 いろ

いろある ところでは 「カンバ ン方式」の実施 な ど到底

不可能 であった.と ころが,90年 代 に なって コン ピュ

ー タ・ネ ッ トワー クが普及 し,廉 価に使 えるようにな る

と,米 国の自動 車会社 では契約す る部品納 入業 者に 自

社 の部 品在庫残のデー タベー スにア クセスす ることを

許 し,彼 らに部品在庫 の適宜管理 をさせ た ところ,結

果 として 「カンバ ン方式」 と同等の こ とを行 えるよう

にな り,コ ス ト競 争力の差 を縮め るこ とに成功 した.

結局 の ところ,「 在庫 の適宜管理」とい うのが経営学 の

普 遍的な命題の一つであ り,誰 もが理解す る.し か し,

この ようなお題 目を掲 げたか らといって問題 は何 も解

決 しない.要 は,時 代 背景 に応 じて 「だか らどうす る

のか」 とい うソ リュー ション(解 法)の 説明に努 め る

ところに経営学の存在 意義 が見 えて くる.そ の ような

こ とか ら,医 学部学生や 医療(関係者が 医療経済 を聞 き

知 ろうとす るときには,そ の関心 は 「医療経営学」が

先 とな り,「 医療経済学」はその後 になる と,著 者は考

えてい る.

さて,経 営学が遣 り繰 りの成功 だけ を研究対象 にす

るのであれば,そ れ は金儲 けのための学 問 といわれて

もしかたがない.と はいえ,巷 で人気 を博す のはそち

らの研 究であ るこ とは否めない事実 であ る.し か し,

シ リー ズ初 回で も申 し上げ たように,経 営学 では失敗

の研究 も重要 とされ る.そ して著 者は,医 療経営学 で

は とくに経営持続の失敗 の研 究が重要だ と考 えている.

具体的 には,病 院や診療所の倒産 の研究 であ る.こ の

研究 を通 じて医療施設 の経営行 き詰 ま りを回避 して,

市民への医療提供 を続 けてい くための経済的条件や経

営資源管理の方策 につ いて明 らかで きると期待す るか

らである.

た とえば,先 に説明 したよ うに病 院は固定 費事業,

診療所 は変動費事業 と区別す るこ とがで き,経 営管理

の要点 は同 じではない.診 療所,と くに無床 診療所 の

経営 の強み は軽装備 で済 ませ られ る ところにあ り,こ

のこ とを理解せ ずに高額 な検査機器 を導入 して しまっ

ては経営が行 き詰 ま りかねない.つ ま り,月 々の資金

繰 りに行 き詰 まって 「倒産」す る恐れがあ る.実 際の

ところ前 出の図2の とお り,倒 産件数 は病 院 よ りも診

療所 のほ うがず っと多い.

しか も,昨 今 の倒産状況 を全産業 とで比較 す ると,

医療業 では開業年 次が経 って20年 を超 えた ところほ ど

倒産可能性が高 まるとい う特徴が見て取れ る.(図5参
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図5　 業 暦別 倒産 割合 の 比較(1990年 か ら2001年 までの 累計)

資料:帝 国 デー タバ ン ク企 業倒 産統 計(負 債額1,000万 円 以上 の

倒産 を集計)

照)こ のことか らも医業の持続を念頭に置いた経営の

在 り方の研究が急がれるもの と思われる.

病院経営の持続性を診る

ずいぶん以前のことだが,「わが国病院の経営持続性

をみる新指標の模索」 という論説を発表 したことがあ

る.こ れはその2年 前の1995年 から着手 していた,医

療制度 と医療事業の両方を併せた医療システムの経済

的運営,す なわち 「医療経営」についての持続性研究

の一環 として,当 時北海道の病院関係者の問で経験的

に見出された病院経営のための 「K点分析」が近似的

な損益分岐点分析であることを解説 しなが ら,病 院経

営持続性の指標の説明を試みたものであった2).

この ときの脳裏には,繰 り返される医療制度改革の

下でも止まらない国民医療費の伸びと1991年以降急減

する病院数の傾向から,わ が国医療提供体制破綻の危

惧があった.そ の危惧は8年 経った今 も変わらない.

病院事業者に限らず,一 般的に事業経営者たちが年

度計画を立てた り,そ の年の業績 目標を想定 した りす

るときには,前 年度 までの収益動向を参考にする.そ

こで,病 院事業者の心理 をマ クロに見たときには,図

6の ように病院の平均的な収益が増加傾向であるとの

感覚 を抱いていたものと思われる.そ んな ところへ突

然のブレーキがかかったりすると,当 てが外れて資金

繰 りに問題 を生 じることが懸念される.資 金繰 りの行

き詰まりが,い わゆる倒産であることから,2003年 度

の病院倒産の発生増が懸念されるわけである.実 際の

ところ,先 の図2の 病院倒産統計にはその傾向が見て

取れる.

ちなみに一般的には,資 金繰 りに見込み違いがあっ

図6　 病院一施設当りの平均収益の動向※

※国民医療費中の病院医療費を全病院数で割ったもの

ても,即 支払いに窮 して倒産するようなことはな く,

たいていは資金繰 り悪化状態が続いた挙句の倒産であ

る.そ の意味では,病 医院の場合 も,何 年 も続けて国

民医療費動向に急ブレーキを踏まれたならば倒産は目

に見えて増えるであろうか ら,制 度経営側の舵取 りも

今が正念場にあると,著 者は見ている.

ところで,こ のような事態 も,昨 日今 日になって初

めて判ったことではない.振 り返れば,1979年 の第二

次石油ショックを境にわが国の産業は次々と構造改革

に走 り,医 療についても,遅 ればせながら1985年 の大

掛か りな医療法の改正,い わゆる第一次医療(法改正が

あった.そ れから数えても20年が経 とうとしている.

この間,病 医院の経営責任者たちは多 くの制度上の変

革を経験してきたはずである.と くに,平 均で見れば

事業規模が診療所よりも20倍近 く大 きい病院施設の経

営責任者たちは本格的な事業経営術 を採 り入れる必要

性に気付いたはずである.し かし,事 業規模が大きい

とはいえ,平 均収益で20億円程度 というのは,一 般産

業界からすれば中小企業のサイズであり,経 営を人任

せにはできず,責 任者である理事長,院 長自らが経営

を理解 して,手 掛けることが求め られよう.

そこで,8年 前の論説の中で,病 院経営持続性の経

営指標の要件 として 「どこの病院でも自らで容易に計

算ができること」や 「病院経営者 自らが認識して,結

果,病 院経営持続の意思を自問できること」を挙げた.

その年の夏に『病院経営持続性研究報告書』(平 成8年

度老人保健健康増進事業による研究報告書,医 療経済

研究機構)を 共同執筆 して公表 したが,同 時期に機会

を得てハーバー ド大学公衆衛生大学院に研究留学す る

こととなった.そ こでは制度経営論 としての医療経営

持続性 を調べるべ く,米 国のマネジ ドケアの研究に集
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中することとなり,帰国後に2001・2002年度厚生労働科

学研究 「国民皆保険制度の戦略的運営の研究」の主任

研究者 として2003年 に報告書をまとめ,2004年 に 『新

時代に生 きる医療保険制度/持 続への改革論』(薬事 日

報社)と して上梓することで,ひ とつの区切 りをつけ

ることができた.

じつはこの制度経営論のまとめと並行 して,医 療経

済研究機構で実施された2002・2003年度「病院機能に応

じた経営指標に関する実証的研究」委員会に加わり,

著者は経営持続性の視点か ら見た病院経営指標に関す

る報告 を取 りまとめた3).これは一旦中断 した医療経営

持続性の事業経営論である病院経営持続性の研究の続

きである.こ の研究報告は2力 年に渡る調査結果をも

とに分析 したものでかなりのボリュームがあるため,

ここでは著者の研究報告か ら一部を紹介 して病院経営

持続性を診る指標探索の概略説明に留める.

病院経営指標研究のためのデータ収集

わが国では患者20人 以上 を収容する医療施設を病院

と定義付けている.そ のため下限は20床 と決められな

が らも上限はなく,大 きいところでは優に1千 床 を超

えるが,こ れら総てを 「病院」 と一括 りされる.と こ

ろが,病 床規模はそのまま病院の経済規模の違いにつ

なが り,50倍 以上 も差がある組織 を同列に比較するこ

とは,経 営管理学的には無理がある.そ こで,病 院の

経営指標では,事 業規模の影響 を除いた比較が適うよ

うに検討せねばならなくなる.こ の規模の相殺にあた

っては,病 床数当りの値を用いることの他に,常 勤換

算された医師や看護師1人 当りなどといったように幾

つかの調整方法が考えられる.要 するに病院の施設や

機能の情報 を取 り込んだ経営指標 を探す こととなる.

ところで既存の統計では,た とえば 「医療経済実態

調査」には病院財務資料が載 り,「医療施設調査」には

病院の施設や機能の資料が載るものの,両 者 を統合 し

た統計資料はない.ま た,既 存の統計が公表するのは,

あ くまでも加工 された平均値であり,個 票に遡った分

析 を手掛ける事はまず不可能である.じ つのところ,

8年 前に医療経営持続性の事業経営論,「病院経営持続

性研究」を一旦中断したのには,国 内の病院経営デー

タを入手できなかったことも大きな理由であった.た

とえば,医 療経済実態調査 と医療施設調査の項 目を眺

めると,も しこれらを同一病院に尋ねて得たデータで

分析することがかなえば,病 院業を続けようとすると

きの事 業者側 の経営条件が見つか るのではないか とい

う期待 感があ った.そ こで,1996年 に関係機 関 を当っ

てみ たが,ま ず もって医療経済実 態調査 の 目的外使用

は許 されない との堅 い姿勢が あって どうに もな らない

こ とが分 か り頓挫 した経験が ある.

このたび医療経済研究機構 が企画 した研究委貝会 で

は,病 院機能や施 設の情報 を取 り込んだ経営指標 を探

索すべ く,「 医療経 済実態調査」と 「医療施設調査」の

両方 の項 目を備 えたアンケー ト調査 を設計 し,全 国の

民間病院 を対象に実施 している.そ こで著 者は,か つ

て発表 した 『病 院経営持続性研究報告書』において,

限 られたデー タの中で試みた病院経営持続性 を診 る経

営指標 の仮説 について,改 めて今 回のデー タを使 って

検証 してみ た.

初年度 の医療(経済研 究機構 の病院 アンケー ト調査 は

2002年10月 か ら翌2003年3月 にか けて行 なわれた(以

下,こ れ を2001年 度 デー タ と呼ぶ).こ の とき,全 国の

民間病 院7,763施 設 を対 象 として1,277施 設か ら有効 回

答 を得 た(有 効 回答率16.5%).こ の うち財務 デー タが

揃 うのは1,011施 設 であるが,こ こには開設主体 として

医療 法人病院,個 人病院,公 的・社会保 険病院,そ して

学校 法人病院 な どが含 まれた.し か し,民 間病院 とは

いえ開設主体 による経営行動 は大 き く異 なる と考 えら

れ るので,著 者 の分析 では医療法 人立病院 に限るこ と

とした.2001年 度 デー タでは,こ のサンプルの数 は全

部 で603病 院あった.参 考 までにい うと,2000年6月 の

医療経済実 態調査 に有効 な回答 を寄せ た医療法人立病

院 の数は597施 設であった.

業績別病院群 の抽 出

以前か ら着手す る研究方法 に倣 い,病 院事業経営 の

優劣 につ いて 「おお よそ上,あ るいは下 」の 目安,つ

まりベ ンチマー クを定め るに当 り,表 の ような基準 を

設けた.

このよ うにして得 られた4つ の業績別病 院群,す な

わち経営優 良病 院,黒 字病院,赤 字病 院,経 営劣悪病

院のそれ ぞれの群 の間で,さ まざまな指標 について比

較 し,ど れが群 の違い を際立 たせ るか について調べ た.

病院規模 の調整 無 しであるこ とをお断 りした上 で,

群 間の比較 をしてみ ると,収 支差額,い わゆ る経常利

益相 当の平均値 についてはプラスマ イナス1億 円程度

であ るが,経 営劣 悪病 院の場合 に群 内の分散 が大 きい.

そ して,病 床数(た だ し許可病床数)の 平均 をみ ると
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表 「経営優良病院」と 「経営劣悪病院」の抽出

黒字 病 院n=509

経 営優 秀病 院n=208

赤字 病 院n=94

経営劣悪病院n=38

図7　 業績別病院群の病床規模分布

各群の平均値は156床 から178床 ほどの幅であって,病

床数が多い所ほ ど業績が悪いかに見えるが,そ れぞれ

の病院群の中における病床規模別病院数の分布はたい

へん幅広 く,ま た,黒 字病院の中の経営優良病院も,

そして赤字病院の中の経営劣悪病院 も共に病床規模別

分布は似ていて大 きな違いは見受けられない(図7参

照).

病院経営では人件費管理が難 しいとよく言われる.

そこで,こ のたびの病院業績分類でも初段の振 り分け

にあたって費用効率 を診ることにして,人 件費比率 を

採用 した.た だし,一 口に人件費比率 といっても,そ

の分母の取 り方はいろいろある.このたびの場合の「人

件費比率」については,分 母に総収益を取らずに,付

加価値(こ こでは,簡 便式の付加価値=経 常利益+人

件費を使用)に 対する人件費の比率で見た.念 のため

に,一 般的に使われる総収益当た りとこのたびの付加

価値当た りとをそれぞれ並べてみたのが図8で ある.

これに見 るように,付 加価値当たり人件費比率のほう

が,業 績別病院群間の差異が顕著である.ま た,付 加

価値当 り人件費比率の分散は小さいので,よ り信頼性

の高いベンチマークになるものと考えられる.

規模相殺 した病院業績の群間比較について

病床当たり収益については,黒字・赤字病院間の差異

は総収益,医 業収益 とも割合にして1%程 度であ り,

しかも経営優秀病院 と経営劣悪病院 とでも差はほとん
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総収益人件費比率 付加価値人件費比率

図8　 業績別病院間の人件費比率

どない(図9参 照).な お,サ ンプルデータの分散の様

子を確認 したところ,か な り小さかった.つ まり,病

床当り収益 というのは,病 院業績差を説明する指標に

はならないと見られる.

一方,以 前の研究4)で得た仮説のとお り,経 営業績が

悪 くなるほど病床当た りの流動負債や固定負債は共に

大 きくなっている(図10参 照).た だし,病 床当たり固

定負債は,以 前の分析結果同様に経営劣悪病院は他 よ

りも目立って多いとはいうものの,そ のサンプルデー

タの分散が大 きいことが見て取れた.こ のことから,

両者とも病院業績の差異を説明する有力な指標候補で

あることが再確認できたが,病 床当た りの流動負債の

ほうがより信頼性が高いと考えられる.

この他にも規模相殺の方法 として,病 院が揃える専

門職一人当た り病床数 を採 り,こ れが投入費用当たり

効率 をみる代替指標になりうるかを試したが,こ れに

ついては業績別病院群の間で特段の差異が現れなかっ

た.元 々,こ れら病院の専門職は医療法によって人員

配置基準があるが,標 欠病院が常態化 していた り,近

年の機能 区分改革に合わせ るように看護師 の配置基準

も変化 して行 っているので,医 療法人立病院全般につ

いては特段の意味を持たなかったと思われる.

そのほかの指標で病院業績間の差異を探る

この他 にも幾つもの指標について業績別病院群間の

差異を探ったが,こ こでは紙面の関係で次の一件だけ

を紹介する.

この医療経済研究機構の病院アンケー ト調査初年度

に収集 した2001年 度のデータベースには,研 究委員会

図9　 業績別病院群の病床当り収益

図10　業績別病院群の病床当たりの流動負債と固定負債(2001

年度)

からの要請で,病 床過剰率データを後から外挿しても

らった.こ れは当の病院の所在地 を参照 してその立地

の二次医療圏毎の必要病床数に対する既存病床数の割

合 をパーセン ト表示 したものである.こ の病床過剰率

について業績別病院群の平均値 をみると,赤 字病院の

ほうが黒字病院よりも病床過剰率が高い,す なわち病

床過剰地域では経営が難しいという予想通 りの傾向で

あった.た だし,共 に平均 して過剰地域に立地してお
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り,ま た過剰率に大差はない.し かも,経 営の優良病

院 と劣悪病院ではそれが逆転 して,経 営優良病院は赤

字病院 と同程度の病床過剰地域で良い業績をあげてい

るかに見える.さ らにまた,経 営劣悪病院は黒字病院

よりも低い過剰率の ところで運営 しながら,最 も悪い

業績になっている.結 局のところ,病 床過剰率の指標

では一概には病院業績 を断 じ得ないものと考えられる.

この例のように財務以外の諸々の事柄 を測るとされ

る一般的な病院の経営指標は,必 ず しも病院業績の良

し悪しを判ずるに足るものではないようである.

年度間での業績別病院群データの比較

本報告では初年度における2001年 度データの収集に

続き,次 年度には2002年 度の民間病院の経営データを

集めた.2002年 は医療皆保険を達成した1961年 以降初

めての診療報酬実質マイナス改定 とな り,さらにまた,

年度途中の10月 には70歳以上高齢者の自己負担完全定

率化に至っている.

著者は,こ の年度のデータについて も,前 年度同様,

分析対象を医療法人病院に限った業績別病院群分析 を

進めた.2002年 度データでは,サ ンプル数は全部で695

病院である.そ して,黒 字病院と赤字病院の比率は76:

24と なり,予 想された とお り2002年度は赤字病院の割

合が9ポ イン トも上がっていた.

図11の ように業績別病院群内の病床規模分布 を年度

間で比較すると,経営が厳 しくなった2002年度には100

床前後の ところで赤字病院の数が膨れあがっているこ

とが観察できる.こ のことは診療報酬改定の影響を強

く受けたのがこの辺 りの規模の病院であることを示 し

てお り,医 療提供を持続させ る努力を払わねばならな

い制度経営側,す なわち政府政策側が 慎重に観察せね

ばならないセグメン トであることを示唆 しているもの

と思う.

前回の2001年 度データ分析で経営持続性を診る有望

なベンチマー クと考えられた病床当たりの流動負債 と

固定負債について,こ のたびの2002年 度データで確か

めてみた.結 果は図12の ように,経 営業績が悪 くなる

ほどこれら指標はともに大 きくなっていく.そ して,

病床当たり固定負債は,や はりこれまでの分析結果同

様に経営劣悪病院は他 よりもかなり多い.た だし,年

度間で比較すると,こ のたびは赤字病院も大 きな数値

を示 している.な お,こ れら指標の分散 を見 ると,病

床当たりの流動負債の分散は小さく,他 方,病 床当た

り固定負債のほうの分散は大 きい.つ まり,前 者の方

が後者よりも経営指標 としての信頼性がやは り高いと

考えられる.い ずれにしても民間病院の経営行動をか

なり純粋に示すと見られる医療法人病院の経営が安全 ・

安心の域にあるか否かを診るときに,こ れら2つ の指

標は有効であると考えられる.

医療制度と病院経営指標

経営分析は比較に尽 きる.そ こで何を比較するかが

有効な指標 を見つける鍵 となる.こ のたびは以前に手

掛けた業績別病院群に分けて差異を説明するベ ンチマ

2001年 度 2002年 度

図11　業績群別病院の病床規模分布
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図12　業績別病院群の病床当たりの流動負債と固定負債(2002

年度)

一 クの検証 と更なる指標探索を試みた.

ところで,こ こで検討 した病院経営業績を判別する

経営指標は現行の医療制度下での目安である.た とえ

ば 「病床当たり収益」が指標 とならないというのは,

現行の制度下では診療報酬体系,つ まり医療サービス

単価が全国一律であり,医 療法によって決め られた病

院施設基準に連動 していることに大 きく影響されてい

ることを考えれば,当 然の帰納かも知れない.そ のた

め現行の病院経営管理の自由度の多 くは費用管理 とな

る.し か し,こ れが将来,診 療報酬体系の管理が都道

府県保険者に委嘱されるようなことにでもなれば,こ

の経営指標 もベンチマークの一つ とな りうると考えら

れる.

また,人員配置基準を定める医療法の運用次第では,

専門職一人当た り病床数でもって資源投入効率をみる

代替指標にな りうる可能性 もある.

そして同様な理由から,制 度が違 う米国など他国で

使 われる病院経営指標は,そ のままわが国で使えると

は限らないことも確認 されるところである.

すなわち,病 院経営の 「ベンチマーク」 というもの

は,病 院を取 り巻 く制度経営の変化 と共に見直されな

ければならず,恒 久的に使用できる約束がないことに

留意が必要 ということになろう.

お わ り に

2001年 度に岡山大学医学部,歯 学部が大学院大学に

移行 して大学院医歯学総合研究科が設立された際に,

著者は医療経済学担当客員教授に就いた.院 生たちは

多くが医・歯学部を卒業 した医師・歯科医師たちであり,

しか も博士課程で ある.そ のため 当初 は,い ったい何

人の院生が医療経済の講義 を聴 きに来 るのだろ うか と,

関係者一 同心配 した ものだが,始 まってみ る と初年度

は30名,翌 年50名,翌 々年57名,そ して本大学院の年

度進行 が終 了す る4年 目の2004年 度 は80名 を超 える院

生が受講す る といった ように,年 々増 え続け た.こ の

こ とを考 え ると,次世代 の医療提供 を担 う医師 ・歯科 医

師た ちの 「心構 えmind set」 は,こ れまで とは異 なる

であろうことが十分 な予想 され る.そ れ は医療制度の

持続可能性sustainabilityを 高め る方 向だ と考 えてい

る.

なお,著 者がそこで行 った講義 は「医療経 済学Health

Economics」 ではな く,「医療経営学Health Policy and

Management」 であ り,ま たそこで説 く「経営Manage-

ment」 とは,「 金儲 けMake Money」 のこ とではな く

「遣 り繰 りManage」 の科学 であった.

昔 はT型 人間 とい うのが優 秀 な人材 だ と言われた.

ひ とつの専 門 を持 っていて,か つ,幅 広 い教養 を持 っ

ているよ うな人,こ れ をTと い うアル ファベ ッ トに象

徴 させ た.し か し,複 雑化す る社会 の中では,専 門性

を2つ 備 えた人材 が求め られ る もの と,著 者 は考 え る

ようになった.し か も,そ の2つ の専 門性 を有機 的に

組 み合 わせて理解 し応用す る 「π(パ イ)型 人間」を社

会 が求め る と考 えた.こ のこ とを今 か ら20年 近 く前 に

経営研究 の論文誌5)に発表 していた.そ して,今,医 療

経営分野 にお いて医療 と経営の両方 を理解す る π型人

間養成 の必要性 を確信 す る次 第である.
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