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地域密着型医療法人における医療介護の融合戦略

森 藤 ち ひ ろ
Ⅰ はじめに
日本では、2000 年の介護保険制度施行後、医療の一部を介護が担う方向に進んでいる。
厚生労働省介護保険事業報告によれば、2005 年の介護保険総費用と介護サービス利用者
数は共に、施行直後に比べ約 2 倍に伸びている。高齢化が進む日本の医療は、ますます介
護との融合が不可欠になる。介護は、介護保険によって従来の措置による福祉サービスか
ら、患者・利用者の主体的選択に基づく社会サービスに変化した。よって、従事者にもサー
ビスとしての認識は確立しつつある。しかし、医療においてはその認識は遅れている。医
療機関が介護を併設するケースは多くあるが、医療と介護の親和性は高いものの、従事者
の意識や思考、サービスマネジメントについては相違点が多いと筆者は感じている。これ
からの医療機関は、業務内容を狭い範囲に固定しないサービス業として、患者・利用者の
満足を追求し、ニーズに敏感になることが必要である。
私は、2001 年から医療法人池岡診療所（以下、「法人 I」という）の事務長をしている。
法人 I は 1955 年大阪市城東区にて診療所として開業、1996 年理事長の交代後、介護事業
にも着手した。職員数は 45 名（正職員 25 名パート 20 名）、売上は 2006 年医療・介護合
算で約 3 億円である。現在は、内科循環器科小児科標榜の無床診療所に 7 つの介護サービ
ス（居宅介護支援、訪問リハビリ、訪問看護、デイケア、一般型デイサービス、認知症対
応デイサービス、福祉用具販売・貸与）を併設している。段階を踏んで併設事業を追加し
たことから、現在は約 100m 離れた 3 つの建物で分散運営している。
医療法人における CS を高める変数として、設備、人材、サービスの質、知名度などが
考えられる。筆者は介護事業所併設医療機関の CS には医療と介護の融合が不可欠と考え
ている。ここで述べる融合とは、業務独占の医療従事者と名称独占の介護職が垣根を越え
て業務連携を行なうことを意味している。同一法人内で外来患者と介護利用者が重複して
いる場合、医療と介護の融合を高めることは競争優位源泉にもなる。しかし、現在の法人
I は、事業所間のセクショナリズムや医療職と介護職の間に業務上の障壁を抱えており、
スムーズに両者の連携ができていない。本稿では、バリュー・プロフィット・チェーン 1
1

バリュー・プロフィット・チェーンとは、コミットメントの高い従業員を増やすことによって、忠誠
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の考え方に基づいて、地域密着型で医療介護事業を展開する、法人 I を事例として、プロ
セス評価を行い、医療介護の融合戦略を考察する。

Ⅱ 法人 I の現状分析
1．城東区における法人 I のポジション
城東区は大阪市北東部に位置し、交通至便な地域にある。近年、高層集合住宅や大規模
小売店が建設され、人口及び世帯数は増加し、高齢者とファミリー世帯の核家族が混在し
ている。平成 17 年の人口密度は大阪市 24 区で最も高く、人口増加は今後も続くと予想さ
れている。城東区役所によれば、保育所待機児童数も多く、2007 年 4 月には保育所が新
設された。
城東区の医療機関のうち、病院ではスポーツ医学に特化した関目病院、急性期医療と救
急に注力する城東中央病院以外はすべて何らかの介護事業を実施しており、医療と介護の
親和性の高さを示唆する。しかし、医院又は診療所では、132 施設のうち 12 である。
法人 I の 7 つの介護サービスのうち、適応対象が異なるサービスがあるため、現実的に
併用可能な事業は 5 つである。法人 I のいずれかの介護事業所を利用すると、他サービス
を追加する際も同一法人を第一候補とされるケースが多く、主治医の変更もしばしばある。
調査の結果、法人 I 介護事業所利用者の 65％が同一法人ケアプランであり、介護事業の
併用利用は 51％、外来併用は 55％であった。これは、医療と介護のシナジーを実証して
いる。ただし、1 ヵ所でも満足が低かった場合、1 ヵ所のみ利用中止するのではなく、同
一法人全サービスを中止する危険性を秘めている。

2．法人 I の外部評価（城東区役所職員 3 名へのインタビュー）
インタビューは、2007 年 1 月 10・12 日に、筆者によって城東区役所内で行われた。
3 名の主な意見は、次の通りである。
（1）法人 I は幅広くサービスを提供していると評判が高く、外来診療患者数も城東区内で
上位であり、待ち時間が長いと聞いている。
（2）院長が地域医療に熱心な医療法人というイメージが強く、医療を軸にして介護事業も
手広く展開し、医療に介護が付属されている他医療機関とは一線を画しているという
認識を持っている。
（3）医療と介護の両方のサービスが得られることは、患者の大きな安心感になっているよ
心の強い顧客を生み出し、企業成長と収益をもたらすという考え方。
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うだ。地域では「高齢者専門のお医者さん」という印象が定着しているせいか、介護
保険等主治医意見書の依頼が多く、ほぼ毎日郵送している状態だ。拡大スピードが速
い反面、一人の医師が手掛ける事業の許容を超えているように感じる。
（4）見学に行くと、職員配置の手厚さに驚く。院長と事務長のモチベーションは非常に高
く、地域にとっては有り難いが、職員や実際に提供されるサービスについての印象が
薄い気がする。新規事業よりも職員の育成や質の向上を強化した方がよいのではない
か。
（5）難点は建物の分散だと思う。内情を知らない人間にはわかりにくい。事業所の個別電
話番号も、初めて問い合わせる患者利用者にとっては、かける場所に悩むかもしれな
い。
上記のインタビューから、行政からの安心感や信頼は高いと判断した。これには、50
年の歴史と城東区最初の認知症対応型デイサービスを開設したことや城東区医師会理事や
校医である影響もあり、
地域と密着した関係があることも影響しているのだろう。ただし、
業務としては手一杯になっており、何らかの改善が必要であることも指摘されている。

3．法人 I のありかた（理事長へのインタビュー）
後述する法人 I の中核価値を明確にする上で重要になる法人 I の理念と方向性について、
理事長 池岡清光氏に筆者がインタビューを行った。
「地域の皆様のかかりつけ医として、お子様からご老人までの健康を守るために存在す
る」が法人 I の理念である。患者様、利用者様に対して常に Decency（礼儀正しく上品で
あること）であり続けること、健康な生活を送るために Decency な手段を提供すること
が当法人の使命と思っている。日常的な場面から経営の意思決定に至るまで、判断基準に
している。
消費者の医療機関選択はシビアであり、接遇や設備だけでは決して成功はできない。信
頼には経営的な成功が前提になるが、一番大事なのは医療の質であり、その上でハートが
あるのが理想である。開業医として、病院の治療が必要な人は橋渡しを、診られる人はう
ちで最期まで親身に診ること、介護においては自分が通いたくなる介護施設をめざし、内
容の高度化、充実に注力することが私の役目と考えている。全体のゴールは老若男女に全
人的医療を提供する地域密着型医療機関である。

4．法人 I の組織風土
バリュー・プロフィット・チェーンの三位一体の要素である価値観と文化を理解するた
めに、キャリア・アンカー調査を行った。調査は、2006 年 10 月、職員 36 名（理事長、
事務長、正職員男性 8 名、正職員女性 16 名、パート職員 10 名・回収率 90％）に対して
行われた。
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属性別キャリア・アンカーの比較（筆者作成）

属性別キャリア・アンカーは、理事長（起業家的創造性、奉仕・社会貢献）、事務長（全
般管理コンピタンス、純粋な挑戦）
、正職員男性（専門職能別コンピタンス）、正社員女性
（生活様式）
、パート社員（奉仕・社会貢献）であった。正社員男性のアンカーは、すべて
の項目全般に同程度価値を感じている。
正社員女性とパート社員には類似傾向があり、パー
ト職員は男性 1 人を除いて女性であることから、法人 I 女性職員の価値観を表していると
言える。理事長や事務長は複数のアンカーにおいてポイントが高いが、その中で「奉仕・
社会貢献」の値が一致しており、経営者層のリーダーシップの中核を象徴している。専門
職性は全職員類似した傾向を示したが、それ以外は経営者層と職員では価値や動機に乖離
がある。
前述した外部評価インタビューにおいて、理事長に対する外部評価が高い一方で職員の
印象が薄かった理由は、このキャリア・アンカーの乖離に起因するのではないかと筆者は
考えている。現状では、経営者層の意思決定に対し、組織内部の支持が弱い可能性がある。
使命と目標が関係者内で理解を得ずして成功はない。法人 I の課題は、理事長と職員の価
値観の乖離を認識し、両者が調和できる環境を作ることである。近藤（2005）は、チーム
で仕事をする場合、ここの技術と同様にチームのマネジメントの質が、仕事の質、成果の
水準に影響すると述べている。医療と介護の融合には、チームとして協働できなければな
らない。急務として、ガバナンスの見直し、管理体制の再構築が挙げられる。

5．中核価値
医療法人においても企業と同様に経営者の理念や方向性がサービスに直接的に影響す
る。
「リーダーシップと経営者」のもつ役割は、「価値を創り出す文化と価値観」「ビジョ
ンと戦略」を明らかにし、それを推進することである。しかし、図 2 のように法人 I は経
営者の存在が大きく一人歩きをし、ビジョンが曖昧で戦略に結びついておらず、三位一体
の要素の結合が弱い。つまり、リーダーの態度と行動が組織文化の中核に重要な価値観を
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図 2 業績の三位一体の法人 I の現状との比較
「バリュー・プロフィット・チェーン」p.164. 基に筆者作成

再強化できていない状態である。ヘスケット他（2004）は、長期的な価値を高めるために
は、組織の存在意義を従業員全員に理解させ、共有する中核価値が何かを特定し、定期的
にそれを再確認することが必要であると述べている。法人 I の結合の弱さは、中核価値の
特定がなされていない点にある。
これまでの分析から筆者は法人 I の中核価値を「かかりつけ医として、人生の最期まで
医療と介護を提供し続けることを約束する」と整理した。医療と介護を連携させた事業展
開は病院が中心で、開業医は少数である。病院では医師の異動があり、私の一生を預ける・
預かるという感覚は医師と患者の間に少ない。しかし、法人 I では、池岡医師と職員が最
期まで医療と介護の両面でお手伝いさせて頂くことが可能である。組織の使命は、重度に
なっても住み慣れた自宅で過ごしたいと希望される患者・利用者に対し、万全の安全体制
で受け入れる通所サービスの品質と品揃えを用意する、訪問サービスを充実する、ご本人
だけでなくご家族の支援手段として福祉用具、アロマセラピーや鍼灸という選択肢を提示
することである。

Ⅲ 解決すべき課題と成功事例の分析
1．サービス・オペレーションの課題
医療介護のような専門サービスで重要視される要素にフロントとサービス・エンカウン
ターがあるが、法人 I は共に問題点を抱えている。フロントの問題点は、建物分散による
事業所所在の不明瞭さ、電話番号の多さ、混同する類似サービス名、外来の待ち時間、主
治医意見書の遅延などが挙げられ、サービス・エンカウンターにおいては、言葉遣い、電
話応対等接遇に関するクレームがある。特に電話に関しては、かけ手と受け手に大きな
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ギャップがあり、職員の中に全体像の認識が低いことが伺える。顧客の維持だけでは事業
は伸びない。新規顧客との接点が重要であり、最初の応対は後のサービス品質の満足度に
大きく影響する。

2．財務上の課題
医療介護事業は保険収入から支えられ、かつ生活に欠かせない産業として手堅さがある
が、価格及び運営の詳細にわたるまで受身なため、法律改正に合わせ常に収益構造の見直
しが必要になる。例えば、担当件数に縛りのあるケアプランをはじめ、通所事業の定員、
訪問系サービスの単位時間当たりの報酬等介護事業の売上高には頭打ちが必ずある。医療
介護は共に重度化した在宅サービスの充実が大きな流れであるが、事業所は質をあげ、利
用者を獲得しても、異なるサービス種別の利用に結びつけなければ、収益を確保できない。
医療事業は基本的に出来高報酬であり、売上に比例して収益が増加する反面、季節変動
がある。介護事業は年間通して需要が一定量見込めるが、定額報酬のため、効率的な質の
追求が求められる。よって、医療介護の融合戦略の目的は、収益構造の異なる事業を展開
し、リスク分散すること、高収益の医療と低収益の介護で顧客を循環させ単独以上の顧客
を得ることである。医療機関の介護への多角化は必ずしも経営を好転しない。この戦略の
成功には、リレーションシップ型マネジメントが必須である。

3．成功事例の分析と法人 I の方向性
医療と介護を組み合わせて顧客価値を見出す場合、顧客満足は、医療と介護の連携の上
に成り立つ安心感と信頼にあると筆者は考えている。その場合、自組織の強みを生かすセ
グメントを明確にする必要がある。医療と介護の融合戦略の成功 4 事例（恵寿総合病院、
青梅慶友病院、オーラルケアステーション大阪、医療法人晃和会北田医院）についてイン
タビューを基に分析し、図 3 のようにポジショニングを行った。
恵寿総合病院（石川県七尾市）は、独自のシステム構築を充実させ、過疎化地域で IT
を駆使した CRM を実践している。電子化された情報と患者に直接関わる職員や患者利用
者の生の声をコールセンターに一元化し、個々のニーズ把握が迅速に行われる仕組みに
なっている。また、ネットワークの充実により部門の壁を排除し、ミッションの集中をう
まく進めている。広報においても、お見舞いメールの受付やメール配信、セミナー等双方
的コミュニケーションを確立している。
青梅慶友病院（東京都青梅市）は病院理念を「老後の安心と輝きを創造する」とし、
「病
院こそ真のサービス業」という大塚理事長の基本方針の下、徹底したサービス化を展開し、
富裕層を中心に確固たるブランド力を誇り、成長を続けている。経営者のリーダーシップ
が具体的なビジョンと文化に結合し、ERM と CRM をうまく連動させている。ロイヤリ
ティーの高い職員をサービス・エンカウンターに配置し、高いモチベーションを保ってい
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成功 3 事例（恵寿総合病院、青梅慶
友病院、オーラルケアステーション）
及び近隣の類似法人（北田病院）と
法人Ⅰのプロダクトモデル比較
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ヘルスケア事業所のポジショニング（筆者作成）

る。
オーラルケアステーション大阪（大阪府大阪市）は、大阪府下を中心に福祉施設や病院
の高齢者、重度障害者の訪問歯科診療を支援する会社である。歯科衛生士は、患者・利用
者との関わりに高いモチベーションを持ち、クリニックでは味わえない充実感と社会貢献
を実感している。また、給与に跳ね返る評価が ES を高めている。社長は独創的なビジネ
スモデルで手付かずの市場を開拓し、
「歯科衛生士は女優」という考えで働きやすさを重
視した ERM を実践している。
医療法人晃和会北田医院（大阪市城東区）は、地域トータルケアを実践してきた地域密
着型医療法人である。
「常に患者さんが真ん中にあり、介護職、医者、看護職、リハビリ
職が同心円状に並んでいる。看護と介護に上下関係はない。患者さんのニーズが大事であ
る。
」というのが、北田理事長の理念である。北田イズムを背負った人材が各事業所の中
核になり、医療と介護との融合において障害となるコンフリクトを共通の価値観により撤
廃している。
これまでの分析から、成功事例に共通するのは、三位一体の結合部分が事業の中に確認
できること、CRM、ERM に対し独自の戦略を実践していること、そして、自組織の強み
を生かすポジショニングを理解した上で、それに特化した事業展開をしている点である。

4．法人 I の目指すべき方向性
医療介護の融合サービスによる競争優位には両者の連携が重要であるが、最終的には医
療の顧客が収益源であることから医療の顧客獲得が鍵を握る。既存顧客の住所から、法人
I の医療サービスにおける商圏は、半径 500m の地域住民と推測される。図 4 から、商圏
区域のどの地域でも共通してピークが 2 ヵ所（①・②）あるが、特に法人 I がある関目 1・
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図4

平成 17 年国税調査

vol.1

年齢別・町丁目別人口と年齢別外来患者の比較（筆者作成）

2 丁目の人口は顕著である。ピーク①は独身やファミリー層、ピーク②はメタボリック症
候群の危険性が高い中高年層にあたる。しかし、法人 I の患者獲得は、乳幼児・高齢者に
おいて比較的高いが、若年層では少ない。ただ、20 〜 40 歳は罹患率自体が低く医療機関
への受診回数が一般的に少ないため、この結果の評価は難しい。むしろ、戦略上重視すべ
きなのはピーク②である。現状として、医療と介護のサービスを提供しているもののシナ
ジーが弱く、商圏人口からすると、まだまだ患者・利用者獲得の余地があると言える。現
在介護と無縁なピーク②に対する戦略としては、健康管理のパートナーとして関係性を深
め、
介護に関しては彼らの両親の良きサポーターとして信頼を勝ち取ることで得策である。

Ⅳ 戦略提案
1．ハード・ウエアの改善
法人 I の戦略を考える上で重要なことは、内部的には中核価値の浸透と三位一体の要素
の結合部分の強化、外部との関わりにおいては組織の共通な価値観に基づいたサービス提
供と良好なリレーションシップの形成である。また、「高齢者専門」のイメージを払拭し、
幅広い年齢層にヘルスケア・パートナーとして位置づけてもらうことも大切である。この
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ためには、現在抱えている CRM、ERM の改善と経営効率の向上が必要である。その具
体策として 3 ヵ所分散運営の集約がある。施設分散は、現在の組織風土において事業所間
のコンフリクトを生み出す引き金になっている。集約は統制が取れる仕組みの構築に有効
であり、連携が取りやすく、患者・利用者の満足も高めることが出来る。集約すれば、経
営者層が職員と接点を増やし、心理的距離を縮め、理念や中核価値の浸透に努めることが
容易になる。
提案として、一点集約型と医療・介護分離型が考えられる。本稿の問題意識である職員
間連携は、分散の解消により他職種の理解や業務の効率化が高まり、大部分が解決すると
推測される。組織管理においては、経営者が現場を把握しやすくなり、意思統一も得やす
い。財務上においても、
設備共有や人材の柔軟な活用など集約のメリットは大きい。また、
施設のインパクト強化はフロント機能にプラスに働き、職員のモチベーションが高まるこ
とも期待できる。良好な ERM は良好な CRM をもたらす。
ただ、法人 I の介護を利用される顧客にとって医療はその延長上にあるが、医療のみの
顧客、つまり乳幼児や社会人にとって、介護は多角化事業の併設でしかない。一点集約型
と医療・介護分離型を比較した場合、この異なるセグメントの顧客に対しては医療・介護
分離型の方が有効である。医療ビルと介護ビルに入口を分けることでこれまでの高齢者専
門の診療所というイメージを払拭するチャンスを得る。こちらは所有物件のリフォームと
立替で実現可能であり、医療・介護分離型は一点集約型のような資金や移転のリスクがな
い。

2．サービス・オペレーション改革
これまでの研究から得た結論として、法人 I の進むべき方向は、少人数で卓越したサー
ビス品質を誇る、
地域密着型在宅福祉サービスグループと考える。ここで言う在宅福祉サー
ビスとは、福祉 6 法 2 に関わる在宅支援サービスと定義する。この戦略の競争優位は、医
療介護事業に限定せず、医療法人が福祉全般を提供する点にある。筆者は、サービス品質
を高めるために図 5 のようなサービス・オペレーションに改革することを提案する。患者・
利用者が中心にあり、コンシェルジュ機能がフロント部分の役割を担い、エンカウンター
へつなぐ役割を担う。この構造には、その方のニーズにあったサービスを法人 I が提供で
きるメニューの中から最適提案をすると共に、クレームに対する誠意ある対応、リードユー
ザーの進んだ要求をいち早く察知する機能も持たせる。このフロント部分には、外来受付・
訪問看護・ケアプランセンター・福祉用具レンタル・法人本部を集結させる。そうするこ
とにより、医療福祉分野の有資格者が個々の得意分野を生かし、顧客との最初の接点で活

2

福祉 6 法とは、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子
及び寡婦福祉法を福祉 6 法と呼ぶ。
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vol.1

コミュニケーション経路を一つにする
看護士・介護職等
専門職がフロント
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医療介護のどちらかで獲得した顧客をロイヤルカスタマーへ移行させる

図5

法人 I のサービス分類の理想像（筆者作成）

躍することができる。この 5 部門の一点集約により設備共有と人件費削減とスムーズな業
務連携によりサービス向上も期待できる。法人 I の強みであるバラエティー豊かな基礎資
格を最大限生かすことができ、本人のモチベーションも上がると予想される。フロントか
ら引き継がれたエンカウンターにおいても、多能工な人材を増やし職員の労働生産性を高
める。
法人 I の戦略は、異なるサービス・オペレーションと収益構造を持つ医療と介護を手が
けることで、地域の老若男女と接点を持ち、ヘルスケア・パートナーになることである。
池岡のファンを育成して事業間で顧客を循環させ、利益を生み出すのである。つまり、医
療又は介護で接点をもった顧客を法人全体のロイヤルカスタマーへ移行させる戦略であ
る。

Ⅴ おわりに
医療法人においてはサービス・イノベーションが利益の専有を左右すると考えられる。
団塊世代が高齢者に加わるこれからの超高齢化社会において、かかりつけ医には日常的な
健康管理から看取りまで幅広いニーズに応えることが期待されている。
医療保険、介護保険、障害者福祉が一元化される方向へ国は動いているが、それぞれの
顧客特性は全く異なる。医療法人がそれらの事業を行う場合は、「非営利プレミアム」に
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より獲得した顧客を伝播的忠誠者へ移行させる CRM が重要である。嗜好が異なる顧客に
対しそれぞれのニーズにあった高質なサービスを提供するためには、職員に CRM コンセ
プトを正しく理解させ、ハード・ソフト両面から実践できる環境を作ることが重要である。
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