
集まりがいのある“場”づくりが組織の協同性を高める

スタンドアップ・ミーティングの導入で
タイムリーな情報共有・
スムーズなコミュニケーションを実現

順天堂大学医学部附属練馬病院　看護部長　岡田  綾

　おかだ・あや●1979年順天堂看護専門学校卒業後，順天堂大学医学部附属順天堂医院入職。東海大学東京病院を経て，
順天堂医院で師長，教育課長。2007年から順天堂大学医学部附属練馬病院看護部長。2005年東洋大学文学部インド哲学
科卒業。2009年順天堂大学スポーツ健康科学研究科修了。
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特集

　今，国を挙げて働き方改革が進められ，

長時間労働の是正が注目されています。会

議のあり方はその組織を表すとも言われ，

定例会議の多さは長時間労働の一因となっ

ています。また，会議にかかるコストを計

算すると，会議の効率化は必須であること

が理解できます。一方で，組織の活性化の

ためにFace to Faceのコミュニケーション

を効果的に生み出す場をデザインすること

もマネジャーの大切な役割であり，重要な

課題と言えます。

　本稿では，当院のスタンドアップ・ミー

ティング導入の経過と，それに伴って起こっ

た変化について振り返ります。

スタンドアップ・ 
ミーティングとは

　スタンドアップ・ミーティングは，文字

どおり立ったまま行う会議であり，近年，

多くの企業が取り入れています。私たち看

護師にとって，引き継ぎやカンファレンスな

どでおなじみのスタイルと言えるでしょう。

　特徴として，①短時間で集中して進行で

きる，②毎日決まった時間に開始・終了す

る，③当事者が参加する，④スピーディー

に進捗管理・課題特定を行うなどがありま

す。スケジュール化されていることで，メ

ンバー調整や連絡の手間が省けるのも効率

的と言えます。

スタンドアップ・ミーティング 
導入のきっかけ・展開（図）

▲

第Ⅰ期：�ICU退出ベッドの�
調整から始まった

　スタンドアップ・ミーティング導入のきっ

かけは，2016年11月の師長会議でした。

ICU師長が最後に手を挙げ，一言，「ICU基

準を満たさない患者さんの退出ベッドが確

保できなくて困っている！」と発言したの

です。

　一般病棟で療養できる患者の受け入れ

ベッドが準備できないという理由で，緊急

入院患者の受け入れに支障を来している状

況は，急性期病院としてのあるべき姿から
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の逸脱を示していました。また，重症度，

医療・看護必要度の適正化にも影響する可

能性があります。背景として，脳神経内科

外科，循環器内科の患者の受け入れが当該

病棟に限局されがちなこと，調整が部署師

長間のみで行われ，当該部署以外の師長の

状況把握不足が生じていることが見えてき

ました。

　そこで，「なんとかしよう！」と意見が

一致し，翌日から「ベッドコンミーティン

グ」と命名した会議を開催することとなり

ました。その後は，徐々にICUの退出ベッ

ドだけでなく，病棟個々の事情が共有され

るようになり，空床の均てん化や緊急入院

の決定が迅速になっていきました。▲
第Ⅱ期：�医事部門との連携により

病床利用率が向上
　2017年に入って病床利用率の低下を認

めたことをきっかけに，2017年６月から

医事課病床管理担当者も加わることになり

ました。以前は，病棟責任者と医事課担当

者間の電話で，電子カルテ上の共通退院情

報と病棟内の部屋移動や退院予測などをす

り合せていました。それが，医事課職員の

ミーティング参加によって，師長と顔を合

わせ，全病床の最新情報を共有することに

なりました。このことから，当該科ではな

い患者の受け入れ判断と調整が一気に進む

ようになり，病床利用率の安定と効率的な

病床管理が図られるようになりました。▲
第Ⅲ期：�主任・チームリーダー�

教育（OJT）の場として展開
　チームの中核的存在である主任の育成

は，組織の重要な課題であり，主任の代行

参加は有効なOJTの場となっています。参

加時は，自部署の病床管理状況を考えなが

ら，全体とすり合せて受け入れを確定しま

す。予定入院が入りきらない時は，さらに

空き病床を絞り出す知恵を働かせなければ

なりません。

　この経験は，マネジメントの難しさを知

り，部署を越えた協働性を高めるチャンス

となっています。また，病院運営上の情報

に直に触れることで，師長から伝達される

以上の刺激になるようです。経験５年以上

の主任は夜勤・日直管理者の役割も担いま

すが，このミーティングでのやり取りが

「経験知」となって活用されていると聞き

ます。

　さらに，当院はキャリアラダーⅢから

チームリーダーを担いますが，そのリー

ダートレーニングプログラムにミーティン

グ参加を追加しました。トレーニーは部署

責任者と共に２回参加し，ミーティング終

了時には「一言，感想をどうぞ！」と発言

を求められます。トレーニーは緊張しなが

図 スタンドアップ・ミーティング導入のきっかけ・展開

ICU師長が「ICU退出先の
ベッド確保困難！」と発信

対策として看護師長が集
合し，迅速な情報共有と
ICU退出受け入れ部署の
拡大を目的としてスタート

2016年11月～

病床利用率向上目的で
医事課が合流

•当該病棟に入れない予定入院患
者や即時入院ベッド調整を実施

•空床の均てん化を推進
•次週予定入院数を共有

2017年６月～

OJTの場として活用

ラダーⅢリーダートレーニング，
ラダーⅣのマネジメント研修プロ
グラムに導入し，病床管理のプロ
セスや部署管理者のコミュニケー
ション，協働のあり方を実体験

2018年７月～
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らも，「退院支援にもっと積極的に取り組

もうと思った」「素早く退院情報を伝えて，

緊急入院ベッドを確保しなければいけな

い」「責任者間で常に情報が共有され，自

分たちに提供されているのが分かった」な

ど，新鮮な視点で発言してくれます。最後

は拍手で終わるこの経験は，病床管理のプ

ロセスや管理者の課題解決，コミュニケー

ションのあり方に触れ，「師長の視点」を

学ぶ機会となっています。

スタンドアップ・ 
ミーティングの実際（表）

　ミーティングは月曜日～金曜日，11時

から15分以内で開催しています。通常の

参加者は，全部署看護師長（代行者）と看

護部課長，医事課病床管理担当者の計15

人程度です。加えて，リーダートレーニン

グ中のスタッフ，他部門からの情報提供者

が随時参加します。開始当初は看護部内で，

師長や部課長のみで開催していましたが，

徐々にミーティングの成果が認知され参加

者が多様になり，会場を病院応接室に移す

ことになりました。

　ミーティングの内容は，大きく次の３つ

に分かれます。

①�入院，緊急入院ベッド，ICU退出ベッド
などのベッドコントロール
②�看護部・他部門からの最新情報提供と周
知，インシデント事例報告や注意喚起など

③�迅速な意思決定
　周辺状況の急速な変化が起こる昨今，新

鮮な情報の提供が部署運営に影響を及ぼす

ことが増えてきました。同時に細やかな合

意と意思決定が行われることで，コンフリ

クトの低減につながっています。

　また，写真１を見ると，出席者はさまざ
まな姿勢で参加していることが分かりま

す。壁に寄り掛かったり，机に腕を突いた

り…。立ち姿勢は，座っているより身体の

自由度が高く，参加者の緊張緩和や集中に

役立ちます。

　ミーティング前後には，「そういえば…」

「ちょっと頼める？」など，個別の患者情

報，転棟時間の調整，委員会情報などにつ

いての気軽な頼み事が行き交います。師長

スタンドアップ・ミーティングの概要

参加者

全部署看護師長（代行者）
　13人（病棟・外来・手術室）
看護部課長，医事課ベッド調整担
当者，リーダートレーニングなど，
研修中のスタッフ，他部門からの
情報提供者（随時）

開催日 月曜日～金曜日
11時～概ね15分以内

会場 病院応接室

内容

予定入院患者のベッド調整，緊急
入院患者のベッド確保，看護部・
他部門からの直近情報の提供と周
知，インシデント事例報告・注意
喚起，リーダー・マネジメント研
修スタッフのコメントなど

表

写真１ 姿勢の自由度が高い
スタンドアップ・ミーティング
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からは「タイムリーな情報共有や提案がで

きる」「ついでに看護部へのホウ・レン・

ソウができる」という声が聞かれ，コミュ

ニケーションの活性化につながっていると

感じています。

スタンドアップ・ミーティング 
実践のポイント

▲

会場確保
　まず第１に，どの部署からも近い場所の

確保がポイントと言えるでしょう。幸いな

ことに，当院は導線がコンパクトで，どの

部署からも２分程度で会場に到着可能です

が，物理的な距離の遠さは，定時集合・短

時間開催を妨げる理由になり得ます。立っ

たまま行うミーティングですから，少し狭

くてもみんながスピーディーに集まれる場

所を確保したいものです。▲

準備
　病棟師長たちは，電子カルテから自部署

の病床管理状況が分かる資料を出力し，持

参します。発表したいことがあれば，他部

門からの参加者も含め，各自が配付資料や

PowerPointのスライドなどを準備します。▲
進行役

　課長が進行役となり，初めの５分でベッ

ドコントロールのすり合わせをします。予

定入院が入りきらない時やICUからの退出

ベッドが不足する時は，診療科への退院要

請，入院延期の調整など，医事課と師長の

間を取り持つ役割もしています。必要事項

が終了したら医事課は退席し，その後の情

報提供や意思決定の場面は10分くらいで

す。課長はファシリテーターとして，気安

く意見を言える雰囲気づくり，全体のタイ

ムマネジメントも行っています。

取り組みによって 
得られたこと・課題

▲

集まりがいのある場をつくる
　2019年，会議の名称を「ベッドコンミー

ティング」から「ハドルミーティング」に

変更しました。ハドルミーティングとは，

アメリカンフットボールの試合中に選手た

ちが行う短時間の作戦会議から始まったそ

うです。私たちのハドルは１日15分×１週

間で75分，１カ月では約300分の時間を

要すことになります。そのため，「それだ

けの時間をかける価値があるのか？」とい

う問いは，常に忘れないようにしています。

　一日の真ん中で行う作戦会議は，情報を

持ち寄って，サッと集まり解散し，ゲット

した情報を生かした実践を各部署で展開す

る。今は，私たちが目指す一つの会議の「型」　

ができつつあります。そのほかの会議や各

部署においても「集まりがいのある場づく

り」という視点で検討を進めています。▲

共感する場をつくる
　IT化が急速に進む中，マネジャーの手元

には，毎日たくさんの電子化された情報が

飛んできます。その情報を咀嚼するために

は，情報の周辺状況を感知できるチャンス

が必要でしょう。

　ハドルミーティングは最新情報を一斉に

やり取りする場であり，「顔を見て，声を

聴いて，確かめて」という他者との共感を

生み出し得る場でもあります。そして，共

感が課題を自分事とし，納得度の高い迅速

な意思決定につながっていると感じていま

す。さらに，事前情報の提示や見せ方など

について，工夫を続けていきたいと思って

います。▲

プロモーションの場をつくる
　ハドルミーティングは，オープンな看護
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あなたの
「会話力」が
ぐんぐん高まる！ 

考える・伝える・決める・
動かす、が上手くなる。

日総研 601897見本ページは 検索

主
な
内
容

考えるための決め台詞　●目的を押さえる　●現状を把握する
●あるべき姿を描く　●問題を考える　●思い込みから抜け出す　ほか

伝えるための決め台詞　●受け手絶対主義に基づく
●何を伝えたいのかを明確にする　●相手の合理性を尊重する　ほか

決めるための決め台詞　●事前に準備する
●議論しやすい場をつくる　●議論の時間を決める　ほか

動かすための決め台詞　●配置を設計する　●評価を設計する
●内的報酬を設計する　●育成を設計する　ほか

部のイメージをつくり，組織の協働性を高

めることに大いに貢献しています。前述し

たチームリーダートレーニング中のスタッ

フの参加はもとより，他部門の職員へも開

かれたコミュニケーションの場としてPR

をしています。写真２は，病院内の院長，
診療科長をはじめ，全職種が集まる会議で

使った資料です。このような活動を通じ

て，病院長が方針や激励，感謝の言葉を伝

えに来てくれたり，感染対策室長が協力を

依頼しに来たり，増床中の工事計画の管理

者が周知を図りにたびたび足を運んだりと，

さまざまな人たちがこの場を信頼し，活用

してくれるようになりました。

まず，やってみる

　冒頭でも述べましたが，スタンドアッ

プ・ミーティング導入のきっかけは「困っ

ている仲間をなんとかしよう！」という心

意気でした。方法はどうにでもなるもの，

動きながら考える，考えながら動くことは

看護師の得意技と心得ます。効率化とは，

やるべきことをやるために限られた時間を

いかに適切に使うかという挑戦であり，目

的ではありません。生産性の追求は，その

プロセスと表裏一体で進めていくものと考

えています。

　また，さまざまな変化の中で，人が集ま

る場の意義が問われることになるでしょ

う。あるべき姿を描いて，豊かなコミュニ

ケーションをどのように発展させるか，組

織全体の課題として取り組んでいきたいと

思います。

参考文献
１）前田鎌利：最高品質の会議術，ダイヤモンド社，
2018.
２）森時彦：ファシリテーター養成講座，ダイヤモン
ド社，2007.
３）金井壽宏：組織変革のビジョン，光文社，2004.

写真２ 院内全体にハドルミーティングを
紹介するための資料

目的：看護部の迅速な情報共有と意思決定
を行う場を創る
※各部門からの情報発信の場にもご
活用ください。最も早く看護部へ
の周知が図れます。

開催日時：月曜日～金曜日（祝日除く）
11時～11時15分

参加メンバー：各部署看護責任者（代行）
窓口：看護部

2019．12．２

看護部ハドルミーティング紹介
（元ベッドコンミーティング）
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1on1ミーティングによる
看護管理者の育成
～効率化が叫ばれる今こそ，
　時間を割いてでも価値のある対話の機会を

　もりかわ・ことみ●北海道立衛生学院助産科卒業。1988年医療法人渓仁会手稲渓仁会病院入職。2008年より副看護部
長。2012年北海道医療大学看護福祉学研究科修了。2013年認定看護管理者資格取得。2014年同法人札幌西円山病院異
動。2017年４月札幌渓仁会リハビリテーション病院へ異動，看護介護部長に就任，現在に至る。

Profile

医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院
看護介護部　部長　森河琴美
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「部下のための対話機会の 
提供」の重要性

　現代の看護管理者は，変化の激しい医療

環境の中で，素早い状況判断と意思決定を

行わなければならない。そのためには，組

織管理の基礎的な知識を理解していること

や経験を積み重ねることと同時に，上司か

らの支援が欠かせない。

　しかし，上司からの支援は，業務や仕事

の挑戦の機会を与えることや，バックアッ

プや成果を発展させる支援が中心で，部下

のために対話機会の提供をすることは行わ

れていない１）と言われている。私は，こ

の対話機会である「1on1ミーティング」

こそ，部下の成長と自分自身のために時間

を割いてでも行う価値のある支援であるこ

とを実感したため，本稿ではその内容につ

いて報告する。

ほとんどが新任看護管理者 
の新設病院で

　新設病院である当院では，看護管理者が

そろっていなかった。そこで，他院や他施

設での看護管理の経験がある者を「一緒に

病院をつくっていこう」と任命し，新任の

看護管理者もいる中で病院運営がスタート

した。手順や業務フローを一から作成し，

初めて同僚となる部下に対して指導を行い，

他職種の役職者やリーダーらと協議し，合

意を得ながら，当院の医療サービスの形を

つくっていった。開院時の新任看護管理者

は，周りのスタッフにもまれながら，毎日

を必死に過ごしていたように思う。

　そうして業務が整い１年が経過したこ

ろ，「こんな病院とは思わなかった」「自分

の役割が分からない」と言うスタッフが出

はじめ，看護管理者による日常のスタッフ

管理がうまくいっていないように感じ，私

は自分が行わなければならない具体的な支

援について考えはじめた。
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「上司からの支援」， 
具体的に何をしている？

　看護師の職務満足を構成する６つの概念２）

の一つに「上司からの支援」がある。看護

師の成長や発達を促す教育的支援，看護部

の方針や目標の浸透など管理的支援，称賛

やねぎらいの言葉かけなどの情緒的支援が

それに当たる。

　私も部門長として，看護管理者に対し教

育的な支援や実践的な管理的支援を行い，

ねぎらいや励ましなどの情緒的支援を行っ

ていたつもりであった。しかし，それは課

題達成や問題解決への対応や結果を出すた

めの指示であり，私が主体の（私が必要と

する）情報交換を行っていただけのように

思われた。

　そのころ，同法人グループの看護部長会

議の中で，看護管理者の育成支援のために

は，上司が部下の日々の管理実践活動をタ

イムリーに知り，彼らに自分自身の管理実

践活動を意識し内省する機会を与える必要

があるのではないかということが検討され

た。そして，その機会として「1on1ミー

ティング」が有効ではないかと発案され，

チャレンジしてみることとなったのである。

1on1ミーティングとは？

　1on1ミーティング（以下，1on1）とは，

上司と部下による１対１の定期的な対話の

時間で，一般的な面談との大きな違いは

「部下のための時間」３）ということである。

これは，上司が部下の話を聞き，部下の置

かれている状況や問題，関心事を把握し，

部下が求めた場合にアドバイスをし解決を

行う場である。部下の気持ちがすっきりし

たり，納得感を持ったり，チャレンジしよ

うと思えたりすることが最も重要であると

言われている。業務に焦点を当てるのでは

なく，業務を遂行する「個人」に焦点を当

てた対話なのである。限られた時間で部下

が納得する対話とするためには，対話の

テーマが必要である（表１）。このテーマ

と限られた時間を意識し，実際にスタート

してみた。

1on1の実際

▲

スケジュール調整
　まずは，看護介護部の管理者12人に対し，

月１回，１回40 ～60分の時間の確保とス

ケジュール調整を行った。入院カンファレ

ンス，会議，委員会は午後に多いため，午

前中を中心に枠を整理した。パソコン内の

スケジュールカレンダー上で1on1が可能な日

にちと時間に色を塗り，管理者が共有で使

用するフォルダ内に載せ，個々人が自由に

名前を入れる予約方式を取った。管理者は

自分の勤務スケジュールと照らし合わせ，

スケジュールカレンダーに名前を入れていっ

表１ 1on1実践マップ―1on1ミーティングで話し合う７つのテーマ

世古詞一：シリコンバレー式最強の育て方
―人材マネジメントの新しい常識1on1ミーティング，
P.75，かんき出版，2017.より引用，一部改変

①プライベート相互理解
②心身の健康チェック
③モチベーションアップ

④業務・組織課題の改善
⑤目標設定／評価
⑥能力開発／キャリア支援
⑦戦略・方針の伝達

信頼関係づくりステージ

成長支援ステージ

毎回すべて
実施

状況により
どれかを
実施
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た。私は毎朝，スケジュールカレンダーを

見て，新規登録や変更がないかチェック 

した。

　場所は面談室を使用し，開始時のオリエ

ンテーションでは，1on1について「あな

たの時間である」「あなたが話したいテー

マを選ぶ」「強制はしない」などといった

ことを伝えた。▲

対話のテーマ（表１参照）
　まずは，信頼関係づくりのステージであ

る。プライベートなことや心身の健康問

題，モチベーションの状態などについて話

を進めた。仕事を任せているスタッフが，

実際はどのような心持ちで働いているの

か，何を背負って仕事を行っているのかを

知ることは，私にとってとても重要なこと

になった。

　生活環境や家族，友人関係などのプライ

ベートなことや心身に気がかりを抱えてい

ては，良いパフォーマンスを発揮すること

はできない。また，その個人のモチベー

ションが上がる機会は何かを知ることも重

要で，仕事の達成や成果に重きを置く者と

プライベートに重きを置く者など，スタッ

フによる違いも意識することになった。

　次のステージは成長支援のステージで，

管理者が自分の選択した仕事に関するテー

マで自由に話していく。スタッフへの注意

や指導の仕方，チームをまとめるリーダー

の育て方，多職種と協働する上での苦労な

ど，人事管理や業務改善に関することが多

くを占めていた。▲

問われる質問力
　私が苦労したのは，相手に話してもらう

ための自分の質問の仕方である。開始当初

は，「○○のことはどう？」「○○のことは

どう考えている？」と，私が気になってい

ることを聞き，誘導しながら指導的な助言

をしていた。しかし，ある時，すっきりし

ない表情で帰っていく看護管理者を見て，

自分が話し過ぎていることに気がついた。

「部下のための時間」になっていなかった

のである。

　そこで，私自身がこの時間をどのような

時間にしたいのかを考え，管理者の気づき

や工夫，知恵を教えてもらい，ヒントを得

るための時間にすることにした。そうする

と，「どうしてそう思ったの？」「どこから

ヒントを得たの？」など，相手の経験を引

き出せるような質問に変わっていったので

ある。対話の軸になるコーチングの難しさ

を実感しながら，今も実践している（写真）。▲

記録と時間管理
　私は，個人ごとにフォルダ（カルテ）を

作り1on1の内容を記録している。テーマ

となったこと，相手の表情や調子，私の質

写真
1on1ミーティングは自分の時間ではなく
「部下のための時間」

2017年６月新設
病床数：155床（すべて回復期リハビリテーション病棟入院料１）
職員数：356人（うち看護介護部職員146人〈看護職員94人〉）
看護体制：13対１　　看護管理者：８人（師長４人，主任４人）
介護職管理者：４人　病床稼働率：96％
実績指数：47.3　　　在宅復帰率：84.4％
病院機能評価認定，ISO9001認定

▲

札幌渓仁会リハビリテーション病院の概要
　（2019年度前期実績）
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問に対する反応，次回確認したいこと，私

が思ったことなどを短文で書き留めている。

そして，次の1on1の前に見直し，前回の

整理をして臨んでいる。

　文献では，1on1の内容を記録し，部下

と共有し活用している企業もあった。互い

の認識のずれをなくし，課題を焦点化し，

ステップを登るように成長を可視化するた

めと言われている。現状ではツールの問題

で実現していないが，私もぜひそうしたい

と考えている。1on1の最中，手帳やメモ用

紙に書き留める管理者も多い。私の質問が

どう響き，どう認識されたのか，私がこの時

間に認識したこととできるだけ食い違うこ

とがないようにしていきたいと思っている。

　もう一つ重要なことは，時間管理であ

る。１回のミーティングは40 ～60分と決

めているが，話が進むとつい長くなる傾向

にある。そこで，開始時に，今日のテーマ

は何か，いくつあるか確認し，進行を調整

することも大事にしている。決められた時

間に必要なことを言うことは，双方にとっ

て時間管理の訓練になっているように思う。

1on1の効果と課題
▲

アンケートによる評価
　2018年８月に開始して２年が経過し，

看護介護部の管理者12人へ評価アンケー

トを実施した。設問１「1on1はあなたに

とってどのようなイメージか」では，多く

が自分の考えや課題が整理され，励みにな

るとポジティブなイメージを持っていた。

一方で，自信をなくし落ち込むような緊張

の時間であるとの回答もあった（表２）。

自分の考えや行動を表現することは，評価

されるのではないかという緊張感を生んだ

り，うまくできていない自分自身を目の当

たりにしたりすることになる。管理者が自

分の現状を知った後，立ち直っていけるよ

う導くことができないコーチングの未熟さ

を痛感している。

　設問２「1on1が役に立ったことは何か」

では，多くが次の一歩を踏み出す機会に

なったという回答であった（表３）。さら

に，私との距離を近く感じることができた

という回答もあり，うれしい限りである。

　設問３の自由記載では，スケジュール調

整の難しさに関するものや，リラックスで

1on1のイメージ
（35項目から優先する５つを選択，ｎ＝12）

ポジティブ
イメージ

（延べ56人）

①整理される（８人）
②課題が分かる（７人）
③自分を知ることができる
（５人）
④励みになる（２人）
⑤勉強になる（２人）

ネガティブ
イメージ
（延べ４人）

①緊張する（２人）
②落ち込む（１人）
③自信をなくす（１人）

表２

1on1が役に立ったこと
（自由記載，ｎ＝12）

①定期的に自分の行動を振り返り整理す
ることができる（５人）
②課題が明確になり，自信を持ってスタッ
フにかかわることができた（３人）
③話を聞いてもらい安心する（３人）
④とらえ方の違いに気づき，解決のヒン
トになる（２人）
⑤自分の考えを整理できる（２人）
⑥何かあった時にすぐ報告したいと思う
ようになった
⑦自分のモチベーションになった
⑧悩んでいることが整理される
⑨（上司だが）気軽に話すことができる

表３
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きる環境（ソファ，コーヒーなど）を望む

ものがあった。

　また，対話の中でよく聞かれたことは，

「部長はどのような本を読んでいるのか」

という質問である。時間をかけて課題を考

えることも大事だが，私は打開のきっかけ

に本や文献を読みヒントを得ることを推奨

している。具体的な本を紹介することもあ

れば，反対に教えてもらうことも多い。

　一方，私自身にとっても，自分の部下と

の距離が近くなったように感じている。仕

事上の成果や自立を願う以上に，管理職と

してのやりがいや成長を実感できる仕事経

験になるように願っているのである。経験

と内省を繰り返しながらトライする部下と

同様に，私自身も部下の主体性や自発的な

判断を引き出せるようコーチング力の向上

を目指したい。▲

副次的効果
　1on1は面談室で行っているが，使用の

ためにパソコン上で「1on1」と予約を取っ

ている。そうすると，他職種の管理者が興

味を持ち，「それは何か。どんな効果があ

るのか」「目標面談と何が違うのか」と聞

いてくる。看護職は体系的な管理者教育や

支援があってうらやましいと言われること

もある。

　また，看護管理者の成長を他職種から聞

くことも少なくない。組織の管理者は部門

の上司だけでなく，他職種の管理者も意図

的にかかわり，職種にかかわらず成長を支

援することが望ましいと感じている。

時間を割いてでも 
価値のある機会へ

　皆さんは，部下のモチベーションスイッ

チが何か知っているだろうか。また，部下

がどのような心持ちでこの１カ月の仕事に

向き合っているか知っているだろうか。私

は知らなかった。

　部下の成長を支援するには，年１～２回

の面談では限界があると実感した。1on1

は部下の仕事のサポートではなく，部下が

成長するサポートである２）と言われている。

自分で最善の方法を考えながら対処できる

看護管理者を育てるためには，今この時を

支える上司のかかわりが必要であり，時間

を割いてでも設けるべき価値のある対話の

機会であると考えるに至った。

　さらに，部下の苦悩や喜びをタイムリー

に共有しながら，私も部下の話に触発さ

れ，自分の頭を整理しながら次に向かうヒ

ントをもらう機会にもなっている。「部下

のための時間」ではあるが，上司にとって

もかけがえのない時間であると感じている。

　経験を偶然に任せていては，効果的に人

材育成を促進することは難しい３）と言われ

ている。仕事経験を個人の成長に変えるた

めには，経験をしながらその経験を振り返

り，次に生かすための教訓を引き出してい

くことが大切である。上司との対話はその

きっかけとなるものであり，タイムリーに

かかわることのできる対話の機会「1on1」

にトライしてみてはどうだろうか。

引用・参考文献
１）倉岡有美子：看護師長の成長に影響を与えた上司
の支援，日本看護管理学会誌，Vol.19，No.１，P.20～
27，2015.
２）撫養真紀子：職務満足を構成する６つの概念と，職
務満足向上のための支援，看護管理，Vol.28，No.10，
P.872，2018.
３）世古詞一：シリコンバレー式最強の育て方―人材
マネジメントの新しい常識1on1ミーティング，
P.75，かんき出版，2017.
４）松尾睦：成長する管理職―優れたマネジャーはい
かに経験から学んでいるのか，P.123，東洋経済新
報社，2013.
５）中原淳，長岡健：ダイアローグ　対話する組織，
ダイヤモンド社，2009.
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動画連動で学ぶ

新連載

仕事の仕組み

で
変わる
でCOVID-19

連載

変診療報酬改定

長  英一郎

病院クライアントを定期訪問しコンサルタントする中で，１日看
護師体験等を何度も行うなど現場実務を経験しエビデンスを
構築。診療報酬や医療政策に関するセミナー，執筆も多数あり
“解説が丁寧で分かりやすい”と定評がある人気講師。

東日本税理士法人 所長
公認会計士／医療経営士１級

新型コロナウイルス禍
―病院の経営リスクとその対策

　本連載では３回にわたりその時々の経営

トピックスを取り上げていきます。文章で

お伝えするだけではなく，YouTube動画と

の連動企画ですので，本誌で読んだ内容を

YouTubeで復習したり，YouTubeで先にイ

メージを膨らませてからこの本誌を読んだ

りすることができます。第１回の今回は，

医療現場における新型コロナウイルス（以

下，コロナ）について，経営面の影響など

を述べます。

　私が本稿を執筆している今日は４月３日。

コロナの感染者数は全国で2,855人，死亡

者数は69人。東京だけでも感染者数は779

人，死亡者数は12人。皆さんが本誌をご覧

になっている時点で，この数がどこまで増

えているでしょうか。４月３日時点では，

いまだ外出自粛を求めるのみで，欧米のよ

うにロックダウンをしていません。一日も

早い収束を望みます。

新型コロナウイルスの 
もたらす経営リスク

　コロナの影響で，2020年２月，３月の病

院の収益は全国的に下がっています（前年

比）。特に，外来収益，健診収益が減少し

ています。また，入院収益も手術の延期な

どにより下がってきています。

▶外来患者数
　長期処方により患者の来院回数が減り，

特に薬だけ再診の患者について長期処方を

するケースが増えています。仮に，すべて

の再診患者について30日処方を60日処方に

すれば，延べ外来患者数は半分に減ります。

　また，風邪や下痢程度では感染を恐れて

来院しなくなっています。特に小児科では

それが顕著です。小児科はそもそも感染症

の患者が占める割合が多いのですが，コロ

ナを警戒して手洗いやマスク着用などの対

策をして，集団生活の自粛までするように

なった結果，感染症が激減しています。

　院内感染が起これば，病院機能としては，

当該病棟の新規受け入れ中止のみならず，

発症者のいないほかの病棟も閉鎖，さらに

外来の全面停止など，通常の感染対策では

考えられない状況にまで追い込まれます。

まさに病院としての機能を喪失する事態に

なり，医療経済的にもその損失は莫大なも

のがあります。

　院内感染が発生した相模原中央病院（神
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奈川県相模原市）では，感染症対応病床は

なく陰圧室も保持していませんが，ただち

に感染者全員を個室隔離（個室がない場合

は４人床を完全個室化）し，部屋への入室

時にはガウンテクニックをはじめとする個

人防護具を利用した感染対策を施行しまし

た。また，環境衛生の観点から，職員全員

が次亜塩素酸ナトリウムを使用した環境消

毒を施行。院内感染発覚後の一斉清掃／消

毒が，その後の感染伝播を断ち切る一因に

なりました。幸い，厳密な標準予防策，接

触／飛沫感染対策，環境衛生により，３週

間を超えての発症は皆無であり，感染制御

ができていました。このように，建物全体

を診療停止にするのではなく，一部病室の

み感染対策を実施することで診療を継続す

る道もあるのかもしれません。

▶外来単価
　電話再診，オンライン診療は対面診察よ

りも診療報酬が低く設定されています。今

後，対面診察を望まない患者が増えること

から，外来単価は下がっていきます。電話

再診の場合，基本的に算定できる点数は電

話等再診料，処方箋料と若干の指導料のみ

です。

　指導料を例に考えると，従前より診療計

画を作成して対面診療を行い，糖尿病透析

予防指導管理料（月１回350点）を算定し

ていた糖尿病の患者に対し，電話や情報通

信機器を用いて当該診療計画に基づく指導

管理を実施すると，糖尿病透析予防指導管

理料（情報通信機器を用いた場合）（月１

回100点）を算定することになります。

▶健診患者数
　不要不急の健診を受けようとする人はな

かなかいません。東京都は，不要不急に当

たらない外出の例として，スーパーや薬局

への生活必需品の買い物，医療機関への通

院などを挙げています。しかし，必要に迫

られて受診する外来と異なり，健診の場合，

コロナが落ち着くまで受診が控えられます。

病院で準備したい 
３つのこと

　ここまで述べたような経営リスクを少し

でも回避するためには，感染予防が必要に

なります。コロナに限らず感染症の拡大を

防止するために，病院として準備したいこ

とを３つ挙げます。

▶オンライン診療
　電話再診に関しては，取り組んでいる医

療機関がかなり増えてきています。しかし，

できれば患者の顔を見ながら診察を行いた

いところです。クリニクス（株式会社メド

レー）のようなオンライン診療システムを

使わなくても，iPhoneのFaceTimeなどを

使ってオンライン診療を行うことができま

すが，問題は決済機能です。来院時の後払

いにする手もありますが，コロナが長期化

すると未収金がたまっていきます。請求書

https://youtu.be/ycMQhTDfqv8

病院・介護施設 迫りくる収益減への対策

長英一郎YouTube
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を発行して振り込みにするか，PayPalのよ

うなオンライン決済サービスを使ってもよ

いのかもしれません。

　高齢の患者の場合，なかなかスマート

フォンやタブレットのテレビ電話というわ

けにはいかないので，電話診察の方が現実

的かもしれません。

　兵庫県の加古川中央市民病院では，ホー

ムページで電話再診について案内していま

す。電話再診の受付は事務員が行い，主治

医に電話再診による処方の可否判断を行い，

事務員より折り返し連絡をする仕組みです。

医師がいきなり電話に出るわけではなく，

空いた時間に電話再診を行う仕組みになっ

ています。また，再診の患者すべてが対象

になるわけではなく，慢性疾患（喘息や高

血圧や胃潰瘍など治癒に長期間を要する病

気）などで定期受診をしている患者のうち，

主治医が電話での処方に危険性がないと判

断した患者のみとしています。

　コロナの感染拡大により，オンライン診

療のニーズが高まってきています。患者は

オンライン診療の仕組みが整っている医療

機関に流れていくのではないでしょうか。

▶自動支払機またはキャッシュレス決済
　紙幣，硬貨の受け渡し時に，病院の受付

職員が感染してしまうリスクがあります。

現金受領の都度消毒する手もありますが，

それなりに手間がかかります。また，受付

の際近距離で話すこと自体もリスクです。

　診療費自動支払機であれば，人同士の 

接触を避けることができます。もしくは，

PayPayなどのキャッシュレス決済であれ

ば，現金の受け渡しを回避することができ

ます。しかし，クレジットカード決済がで

きる医療機関は増えているものの，Suica

やQRコードによる決済となるとまだごく

わずかです。

　昨年，キャッシュレス決済に対応してい

る吉井医院（東京都中央区）を訪問しまし

た。吉井医院では，「Air PAY」という決済

サービスを導入しています。機器は，iPad

とカードリーダーのみ。クレジットカード

はもちろんのこと，Suicaなどの交通系カー

ドやApple Payなどに対応しています。「Air 

PAY」では，オプションでLINE Payなどの

QRコード決済にも対応しているようです。

　また，松田病院（宮城県仙台市）では，

PayPayによるQRコード決済を導入してい

ます。私も患者として支払いを体験しまし

たが，確かに金銭のやり取りがなく会計が

終了します。

https://youtu.be/KTauwtqFSmo

初診から解禁？ オンライン診療

長英一郎YouTube

https://youtu.be/k9P1TGguqA8

仙台松田病院にてPayPayを体験

長英一郎YouTube
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　あとは領収書などの手渡しがあるので，

それをオンライン上でやり取りできれば完

璧かもしれません。

▶テレビ会議，WEB研修
　コロナ蔓延により，急速に広がってい 

るテレビ会議。特に，オンライン会議シ 

ステムのZoomはURLをクリックするだけ

でテレビ会議を開始することができるの

で，病院で使っている方も多いかもしれま

せん。

　2020年度診療報酬改定により，感染対

策委員会，安全対策委員会のテレビ会議に

よる実施が認められ，院外の研修もWeb

開催が増えてきました。院内感染を発生 

させないためには，できるだけ外部者と 

の交流の機会を減らすことが重要になり 

ます。

　コロナの影響で，家族の患者に対する面

会制限を行っている病院も多くあると思い

ますが，やはり長期化すると患者，家族の

ストレスもたまってきます。群馬県にある

内田病院では「ご家族の顔を見せてあげた

い，見ていただきたい！」ということでテ

レビ面会を始めています。

　Zoomは，１対１であれば音声もクリア

ですが，１対多数の会議となると音声が聞

こえないことがあります。理事会などで外

部役員とZoom会議を行う場合は，カメラ

付きのノートパソコンなどに加え，集音マ

イクも備えておくとよいかと思います。

　Zoomではスライド，PDFを画面共有し

ながら説明できるので，ほぼ対面と同じ情

報を提供することができます。すべてオン

ライン会議でよいとは思いませんが，対面

だけでなく必要に応じてオンラインを組み

合わせてもよいのかもしれません。

　Zoomもそうですが，オンライン診療を行

う時にも必要なのが通信環境の整備。でき

るだけ速い通信速度を確保することが重要

になります。2020年度から，携帯電話に5G

が導入されます。4Gだと，外にいる職員が

病院とテレビ会議をする時に時々音声が乱

れ，心許ないです。使用可能エリアが広がっ

たら，5G携帯電話を導入したいところです。

こういう時こそ増員を
　コロナの影響で，日経平均株価が２万円

を切り，レストラン，ホテル，イベント業

などは大打撃を受けています。すでに東京

の企業では内定切り，派遣切りなどが行わ

れており，人手が余ってきています。

　看護助手の離職で悩んでいた病院が多い

https://youtu.be/7VJrbgec6x0

Zoom活用事例 クライアント病院とのテレビ会議事例から

長英一郎YouTube

テレビ面会始めました！

医療法人大誠会 内田病院ホームページ
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中，コロナの影響で一時的かもしれません

が採用しやすい環境になります。一方で，

介護施設では2020年４月から特定処遇改善

加算の算定が可能になるため，さらに介護

職員の給与を引き上げることが予想されま

す。2020年度診療報酬改定で点数が上がっ

た急性期看護補助体制加算などを財源に看

護助手の待遇を見直し，新たに看護助手を

採用してもよいかもしれません。

　看護師の負担軽減のためには，看護助手

を増員し，看護師が本来やるべき業務に特

化する必要があります。看護師の働きやす

い職場をつくることが，看護師の定着にも

つながります。

まとめ
　コロナはある意味，今までの常識を覆す

ような改革を我々に課しています。ダー

ウィンが『最も強い者が生き残るのではな

く，最も賢い者が生き延びるのでもない。

唯一生き残ることができるのは，変化でき

る者である』と述べているように，医療機

関も環境の変化に対応できなければ生き残

ることができないのではないでしょうか？

　次回は，アフターコロナの医療機関を

テーマに，各病院の取組事例を紹介できれ

ばと思います。

https://youtu.be/-sVP9-C6xps

2020年診療報酬改定答申（点数）解説

長英一郎YouTube

箕岡真子氏

１．エンドオブライフケアにおける臨床倫理
　  ～基本を正しく理解する
２．終末期の困難な課題をよりよい解決に導くACP
３．倫理的ジレンマの解決に向けた
　  倫理コンサルテーション
４． 「もやもや」と感じる事例を深掘りして学ぶ  
　  エンドオブライフケアにおける臨床倫理

「もやもや感」を解消する
道筋を理解する！

プログラム

エンド・オブ・ライフ ケア
の臨床倫理  基本と実践

大阪
20年 9/13（日）
田村駒ビル

東京
20年 8/10（月・祝）
日総研 研修室（廣瀬お茶の水ビル）

※講師新刊書籍『エンド・オブ・ライフ ケアの臨床倫理』（日総研出版 
　2020年4月末刊行予定）をテキストとして使用します。当日販売有。

日総研 14973 検索

事例を深掘り

ねらいの詳細は
Webへ

歴史的背景から
理論・実践事例
まで網羅

講師の最新刊

日総研 601901 検索

箕岡真子氏
東京大学大学院 医学系研究科
医療倫理学分野 客員研究員
箕岡医院　院長
日本臨床倫理学会 総務担当理事

主な内容
●エンド・オブ・ライフ ケアにおける
臨床倫理の役割とその歴史的発展の軌跡
●ACPと倫理コンサルテーションの基礎と実践
エンド・オブ・ライフ ケアの倫理的問題に対処するアプローチ

●各科領域の実践事例から学ぶ論点整理と解決策

ACP・倫理コンサルテーションの事例で

［時間］10：00～16：00 本誌購読者 15,500円
　　　一般    18,500円

参加料
税込

Ｂ５判 １60頁
定価 ２,8００円＋税
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