
　　
　　　
　　　

 

NO.541   2018 年 6 月15日号

C     O     N     T     E     N     T     S 　 

　　座談会　  女性の活躍と管理職
　　　　　　　　～働きやすい職場マネジメントとは？～　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 株式会社ウォームハーツ　長面川さより（司会）
　　　　　　　　医療法人社団靱生会　田口裕子　
　　　　　　　　医療法人社団愛康会　服部香里
　　　　　　　　東京医科歯科大学　医学部附属病院　石井理恵

  12

 8 巻頭カラー

今が変革の時　
大和徳洲会病院

山下尚子

特集 1　女性の働き方改革

　　事   例　  職場環境改善への
          取り組み
　　　　　北九州病院　貞近真理

  19

特集 2　未収金対策
  24 事例 1　   未収金減少の取り組み
  28 事例2　   代金引換サービスの利用による

　　　  未収金削減の効果
  32 事例3　   悪質な未収患者への少額訴訟
  36 事例4　   外国人診療における

　　　  課題に向けた取り組み
39 解　説　   言語・習慣の異なる外国人患者の

          医療費未払いを防ぐには

リーダー図鑑（No.9）
大和徳洲会病院　事務長  山下尚子

 4

事務管理者の叫び（No.3）
一般社団法人　千葉県民間病院協会　
理事・事務局長　三浦　昇

42

実践 !　現場で使える
データ分析活用術（No.7）
宮崎市郡医師会病院　経営情報課
認定登録医業経営コンサルタント   小塩　誠 

45

事務職員の
メンタルサポートセンター（No.62）
北野台病院　医療相談科主任　毛谷和行
薬剤師　松尾節男
IMS グループ　課長　広瀬貴美代

53

Nakama Project（No.55）
浜松医科大学医学部附属病院　
医療福祉支援センター　
センター長　小林利彦

44

3年目職員 “しくじり主任”の
「またやっちまった…」（No.22）

57

医療用語なるほど辞典 !（No.49）
望星大根クリニック　横田眞二 

60

Changes
 ～辞令　総務課長を命ず～（No.10）
千葉県済生会習志野病院　
事務次長　兼　総務課長　石井　仁

50

次号予告・編集後記66

施設基準管理士養成講座（No.20）
社会医療法人輝城会　
医療・介護経営研究所　所長    竹田和行

58

目指せ !　戦略的広報（No.19）
安城更生病院　企画室　企画課長　田實直也
企画室　井桁千聡
株式会社シイエム・シイ　福山隆志

62

医事業務　NO.541 2018.6.15　3



　「仕事を選び、キャリアを決めるのは自らである。自
らの得るべきところを知るのは自らである。組織への貢
献において高い要求を課すのも自らである。飽きること
を許さないように予防策を講じるのも自らである。挑戦
し続けるのも自らである」
　“ マネジメントの父 ” と呼ばれるオーストリア・ウィー
ン出身のアメリカの現代経営学者、P.F. ドラッカーが

『Managing the Nonprofit Oranization』（邦題で
は［非営利組織の経営］）に記した一節だ。
　自分の人生をデザインし、到達したいと思う自分にな
るためのキャリアパスを磨き、手に入れるーー。今回、

大和徳洲会病院の山下尚子事務長に
お話をうかがい、山下さんはこのド
ラッカーの人生哲学をなぞるように
実践されている方ではないかという
のが、率直な印象だ。
　ご本人は謙遜されるかもしれない
が、山下さんが師と仰ぐ以前の職場
の上司が、「この本を読みなさい」と
毎週宿題のように山下さんのデスク
の上に必読の書を積み上げた中に、

異業種から、直感で「面白そう !」と
飛び込んだ医事業務の世界。 

事務長に上り詰めた目線の先にあるものは。

平成 ９ 年 ８月 　　医療法人愛心会　湘南鎌倉総合病院　入職（医事課に配属）
平成12 年12月　　医事課副主任拝命
平成16 年12月　　医事課主任拝命
平成17年 ８ 月 　　医療法人愛心会湘南厚木病院　転勤
平成19年10月　　医事課係長拝命
平成24年10月　　医事課課長補佐拝命
平成28年 ２ 月 　　経営企画室転属
平成28年 ４ 月 　　経営企画室課長拝命
平成29年 ５ 月 　　医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院　転勤
平成29年 ７ 月 　　事務部次長拝命
平成29年10月　　医療法人徳洲会大和徳洲会病院　転勤
平成30年 ３ 月 　　事務部事務長拝命
現在に至る

《 資 格 な ど 》 　 診療情報管理士／医療メディエーター／医療経営士３級

 山下さんのキャリア

「出過ぎた杭」を貫いて
ジェンダーフリーの事務長誕生

Leader
図鑑 　山下 尚子さん

院内で輝く

Vol.9　医療法人徳洲会　大和徳洲会病院
　　　　事務長　
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院内で輝く［リーダー図鑑］



仕事に対する女性スタッフの意識
長面川▶病院も含め、女性が働く現場が増えてきました
が、必ずしも良い環境ばかりとは言えません。女性スタッ
フもしくはご自身が働く意識や環境についてはいかがで
しょうか。
石井▶現在は病院勤務ですが、大学卒業後は一般企業で
食品関係の営業をしていましたので、仕事に対して比較
的厳しい感覚を持っているかもしれません。お金（給料）
をもらったら就職１年目でも異動初日でもプロでなけれ
ばならないと思っています。病院でも、患者さんから見

れば、制服を着ていればベテランも新人も関係ないと思
います。とはいえ実際は初心者なので、先輩職員が指導
やフォローするのはもちろん必要ですが、「私はプロだ」
という意識は必要だと思います。
　営業時代には、新人の頃から会社の看板を背負ってい
て、顧客に対しての自分の一言が会社の看板を磨き、社
長が頭を下げているのと同等だという意識がありまし
た。病院においてもそうでないといけないのかなと思いま
す。例えば、クレーマーはよく「病院長を出せ !」と言い
ますが、個人個人に “ 病院長ぐらいの責任がある ” という

2c
特集1
女性の働き方改革
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座談会

女性の活躍と
管理職
～働きやすい職場マネジメントとは？～

特 集1 女性の働き方改革

株式会社ウォームハーツ　
代表取締役　長面川さより（司会）

昭和大学病院の医事課を経て、女性社員ばかり
の診療報酬関連の会社である株式会社ウォーム
ハーツの代表取締役をしています。本日は、活
躍される女性の皆さまのお話をぜひうかがいた
いと思います。



2c

意識があれば対応の仕方も変わってくるのではないで
しょうか。クレーマーに対しては、上司や仲間と対応した
ほうがよいのですが、自分自身が意識を変えることで責任
感が生まれるということも大切ではないかと思います。
長面川▶私は、石井さんとは逆のケースで、病院勤務か
ら会社勤務になりましたが、病院経験者を採用した時に、
プロ意識に対する考え方が根底から異なるケースもありま
す。私自身も同様だったかと思いますが、そこを指導する
のに労力を要することが多いので、今のお話は首が折れそ
うになるぐらい非常に大きくうなずいてしまいました（笑）。

服部▶石井さんのような意識を持った方ばかりであれば、
どんなにいいか（笑）。残念ながら、病院という職場は、医師、
看護師、薬剤師など約 19 ある専門職の集団なので、受付、
コンシェルジュ、医事課など事務方のポジションはどうし
ても “ 縁の下の力持ち ” といった位置付けになります。
　当院のような小規模病院において、「患者さんと、最
初と最後の２回会うのは、受付のあなたたちだけだ」と
常々言い聞かせていますが、レセプト業務や電子カルテ
を操作していると、どうしても下向き加減になりますの
で、やはりホスピタリティに欠ける傾向があります。
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医療法人社団愛康会　
法人本部　本部長　服部香里
病院に入職したきっかけは、糖尿病患者さんや
透析患者さんの足病変予防をサポートするセラ
ピストとしてですが、現在は、病院をはじめ、
居宅介護支援事業所や訪問看護ステーション
など６つの事業所を統括する法人本部長をして
おります。また、足壊死疾患等に対して、学生
や医療者に指導をするために教壇に立っており
ます。
170 人の小さな病院のマネジメントに併せて自
院の新築移転の経験を生かし、他の病院・クリ
ニックの新規開業や移転のプロデュースを手掛
けております。

医療法人社団靱生会　
事務長　田口裕子
江戸川病院の医事課で８年間、電子カルテや
オーダリング、外来棟の立ち上げ等を経験した
あと、２年間、別の透析クリニックで勤務してい
ました。そこで、以前勤務していた江戸川病院
から透析を始めるので戻って来てほしいと依頼
があり、透析クリニックを立ち上げました。それ
から３、４年で組織はあっという間に大きくなり、
現在は５つのクリニックの事務長をしております。

東京医科歯科大学　医学部附属病院　
医療支援課　医療安全係長　石井理恵
東京医科歯科大学医学部附属病院の医療安全係
長をしております。この業界に入り 10 年にな
ります。転勤当初は、地域連携室で医師の返書
や紹介状のスキャンなど、地域連携業務の強化
を担当していましたが、地域連携システムの構
築をして落ち着くかと思ったら、腫瘍センター
に異動になり、がん拠点病院取得に向けて、が
ん地域連携パスの整備などを担当することとな
りました。その整備とがん拠点病院の申請業務
が終わると今度は、医療安全管理部に異動とな
り、立ち上げたら異動、また立ち上げたら異動
といった感じでした。



解説

この数字は、2016 年に厚生労働
省が全国 3,761 医療機関に対して

行った調査において、外国人患者受入れの実績がある
1,378 医療機関（調査に回答した 1,710 機関の 79.7%）
のうち、2015 年度の１年間に外国人患者の医療費が未払
いになったことがあると回答した医療機関の割合です。
　政府では訪日外国人数を 2020 年までに 4,000 万人、
2030 年までに 6,000 万人とすることを目標に掲げてお
り、外国人技能実習生の受入れ拡大の方針も打ち出され
ています。こうした国内の外国人増加の状況から考える
と、今後、外国人患者受入れやその際の外国人患者の医
療費未払いを経験する医療機関がさらに多くなると予想
されます。
　外国人患者の医療費未払いの中でも近年特に問題に
なっているのが、訪日外国人による医療費未払いです。
そもそも外国人患者については、日本人患者と比べて未
払いの割合が高いといったデータはありません。しかし、
海外と日本の医療機関の制度や文化・習慣の違い等によ
り、本人に支払い能力および意思がある場合でも支払い
困難な状況に陥りがちで、言語的な要因で説明や督促が
しにくく、未払いが発生したあとの回収に手間がかかる
ことが指摘されています。
　その中でも、日本の公的保険に加入していない短期滞
在の訪日外国人の場合、自費診療のため未払い額が大き

言語・習慣の異なる外国人患者の
医療費未払いを防ぐには

～防止と保証の２段構えで備えよう～

くなること、すぐに帰国してしまい再来院の予定がない
ため後日払い対応が難しいこと、日本語が話せず国内に
家族や知人がいないケースが多いため督促がかけにくい
こと等が要因となり、高額未払いが発生しやすいのです。
　実際に国内の多くの医療機関において、数百万円から
数千万円単位の外国人患者による医療費未払いが発生し
ていることが調査・報道によって明らかになり、大きな
問題となっています。
　では、外国人患者による未払いはどうすれば防ぐこと
ができるのでしょうか。
　メディフォンでは、前身である医療シンクタンク JIGH
で 2014 年に医療機関の外国人患者受入れ体制整備を支
援する事業を開始して以来、多くの医療機関の外国人患
者受入れ体制整備を支援したり、関連の研修・セミナー
を多く実施したりしてきました。そうした経験の中から、
外国人患者の医療費未払い防止に効果的な対策をいくつ
かご紹介します。

①本人確認の徹底
　日本の医療機関では、通常保険証で本人確認を行いま
すが、保険証には写真もついておらず、本人確認として
は不十分です。そのため写真のついた身分証（パスポー
トや在留カードなど）で本人に間違いないか必ず確認し
てください。

メディフォン株式会社
外国人患者受入れ体制整備支援事業部

友久甲子

解　説

35.3％。
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病院の施設基準管理を担う人材を育成する日本初の資格制度

ついに誕生!　

施設基準管理士

　一般社団法人日本施設基準管理士協会 ( 所在地：東京都文京区、代表理事：田中利男 ) は、
病院経営を左右する施設基準管理のスペシャリストを育成する新たな資格制度「施設基準管
理士」の資格認定試験を、2019 年 1 月 26 日 ( 土 ) に日本赤十字看護大学（東京都港区）
で開催しました。その後、3 月 12 日 ( 火 ) に第一期生となる「施設基準管理士」の合格者
が発表され、371 名の方が合格されました。そこで、今回は速報として試験結果の概要か
ら記念すべき第一期生となる合格者の声を紹介します。

試験の概要
１．実施目的　 施設基準管理士認定試験は、一般社団法人日本施設基準管理士協会が認定する

「施設基準管理士」として、病院の施設基準管理を総合的に管理・運用できる基礎的・専門的知識を習得
しているかを確かめることを目的とする

２．受験資格　 年齢・学歴・業務経歴等による制限はなし
３．試験科目　 基礎科目（100 分）施設基準管理に関する基礎的知識を問う科目（全 50 問）

専門科目（ 90 分）施設基準管理に関する専門的知識・技能を問う科目（全 20 問）
４．試 験 日 　2019 年 1 月 26 日（土）
５．試 験 地　 東京都  日本赤十字看護大学
６．受験者数   549 人（受験申込者数 610 人）
７．合格者数   371 人
８．合 格 率   67.6％
９．判定基準　 基礎科目80% 以上（50 問中 40 問正解）、専門科目 80% 以上（20 問中 16 問正解）

速報
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