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今月の視点

“ 具合が悪いから受診 ” は過去のものになる！？
医療機関には、疾患を抱えた人や身体の変調を訴える

院という経営上のメリットがある一方で、来院者側の「デ

あるから当たり前の話ですが、今回のインタビューを通

虫歯や歯周病といった歯の疾患を予防し、歯の健康を維

人が治療を希望し “ 患者 ” として来院します。医療機関で

じて、来院に至る動機が今後変化していくのではないか
と考えさせられました。

医療技術は目覚ましく進歩していますが、それでも病

気を根絶する時代になるにはまだ時間がかかります。

ンタル IQ の向上」にも大きく寄与することとなります。
持するためには個々人が予防への高い意識を持つことが

重要ですが、定期的な PMTC をきっかけとしてそれが実
現しています。

実 際 に、 文 部 科 学 省 の 学 校 保 健 統 計 調 査 に よ る と、

現時点では、年を重ねるごとに何かしらの不調や疾患を

1990 年時点での 12 歳児の一人あたり平均むし歯数が

により病気を予防したい、病気になったとしても重篤化

少しているのは、PMTC とそれによるデンタル IQ の向上

抱える人が多くなるのが現実です。

しかし、自助努力

しないよう定期的に医療機関で受診したいと考える潜在
来院者が多くいることを知る良い機会となりました。

4.30 本であったのが、2017 年では 0.82 本へと大きく減
が大きく貢献していると考えられます。

同様に医療機関での超音波検査を入口に、来院者の健

今回のインタビューで伺ったのは、超音波検査の受託

康に対する意識を高める、もしくは意識の高い来院者の

き、医師の指示のもと、超音波検査を実施します。腹部

ながります。国としては医療費削減が見込め、そして医

業務という新しいビジネスモデルです。

医療機関に赴

や乳腺だけでなく、頸動脈、甲状腺、心臓など検査でき
る部位は多岐にわたります。

来院者に対し医師より説

明を行い、経過観察の場合は定期的な再来院を促します。
これは、歯科医院で行っている PMTC と類似したシステ
ムになっています。

PMTC とは、プロフェッショナル・メカニカル・トゥー

ス・クリーニングの略で、いわゆる歯の定期クリーニン

グです。 歯科医院では、
この PMTC での定期来院を促し、
クリーニング時に虫歯や歯の不具合があれば、治療しま
す。

こういったプロセスは、歯科医院にとって定期来

ニーズにこたえることができ、早期発見、早期治療につ
療機関は、定期来院による収益増加に繋がってくるので
す。

今後は、「病気を治療する」から「病気を防ぐ」時代へ

と移り AI やビックデータを活用した予防医学が伸びてき
ます。

それに伴い医療機関の診療形態も変化し、それ

に合わせた新しいサービスやシステムが次々と生まれて
くると考えられます。

そういった潮流の変化を見逃さ

ず、自院の経営のかじ取りにどう生かしていくか、時に

は従来とは違った観点から収益向上の方策を考える事も
必要なのかもしれません。
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医療経営今月のトピックス
―外来医療需要減少時代の到来―

将来を予測した経営対応策
１. 外来医療需要減少時代の到来

２. 医療・介護制度改革の今後の検討課題
３. 平成 30 年度診療報酬改定への対応
４. 外来医療需要減少時代に対応した経営事例

１. 外来医療需要減少時代の到来
■ 少子高齢化の進展
日本の高齢化率は、1950 年時点で５％に満たなかったものが、2015 年には 26.7％へと急激に上昇しました。高
齢化は世界に類を見ないスピードで進展し、2060 年には 39.9％になり、65 歳以上人口（高齢者人口）が約 2.5 人に
１人という社会になる見通しです。

この高齢者人口は、今後大規模な都市圏で急激に増加する一方で、人口５万人未満の都市では 2020 年をピークに
減少していくと予測されます。
こうした少子高齢社会の進展に伴い、通院困難な高齢者の増加、若年層の人口減少により、外来患者の減少が予想さ
れています。

■ 2025 年をピークに外来医療需要減少
2015 年３月に公表された経済産業省の「将来の地域医療における保険者と企業の在り方に関する研究会報告書」で、
外来医療需要は 2025 年にピークを迎え、その後減少に転ずるという見通しが示されました。一方、入院医療需要は
2040 年にピークを迎え、その後はおおむね横ばいで推移する見込みです。
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ドクターのためのお金の知識
商品選びの考え方は？
• アクティブファンドとパッシブファンド
• 国際分散投資ポートフォリオの推移
アクティブファンドとパッシブファンド
国際分散投資による資産運用のプロセスは以下になります。
①

②
③

ポートフォリオ全体の資産配分を決める

( ア ) 投資期間、価格変動に対する受容度により株式と債券の割合を決める
( イ ) 株式部分の国内外の割合を決める

アセットクラス（株式、債券などの資産の種類）ごとの商品選択
モニタリング

今号では、②アセットクラスごとの商品選択でアクティブファンドとパッシブファンドをコストの面から検討します。
資産運用の成果は下記の式で表すことができます。

資産運用の成果＝（A アセットクラスの収益）+（B 運用の上手下手）－（C コスト）
A

アセットクラスの収益：マーケット全体の上げ下げ

C

コスト：手数料

B

運用の上手下手：良い商品かどうか

資産運用で成果を上げるためには、
【A が大きくなる】、【B が大きくなる】、【C が小さくなる】、のパターンがあります。A

はすべての人にとって同じですから B と C がカギになります。良い商品選びに自信がある方は B を重視した商品選びをすれ
ば良いと思いますが、自信がない方は C のコストに着目した商品選びをした方が良いでしょう。
下表はアクティブファンドとインデックスファンドの手数料比較になります。（投資信託協会
2月

http://www.toushin.or.jp/statistics/factbook/）
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投資信託の主要統計 2018 年

コミュニケーションは科学だ！

タイプ別コミュニケーションを知れば、成否を検証できて繰返し使える

タイプ別コミュニケーション術の実際 ⑥

「ストレスフリーの患者対処法と
スタッフ・マネジメント」
前号までのおさらい
・人には持って生まれた性格に加えて、生活や環境によって備わる性格がある。
これを※ソーシャル・スタイル（社会的性格）という。
・性格を 4 つのタイプに分類して、それぞれに即したコミュニケーションを実践すれば、
人間関係を劇的に良くすることができる。

4 つのタイプ別〜上手に話しかけるには
前号では、４つのタイプの見分け方を具体的にみてきました。実際に日常生活や職場などで、周囲の人のタイプを観察してみて
ください。タイプごとの特徴が理解できていれば、どなたでもおよその判別は直ぐできるようになるはずです。ただし、あまり厳
密な分類をする必要はありません。
「多分このタイプだろうな…少しその隣のタイプも混じってるかな」
という程度でかまいません。
そうしましたら、想定できるタイプに適したコミュニケーションを試みてください。
人は、話しかけられるときの言い方ひとつで態度を決めてしまうようなことがあります。職場の部下やスタッフにはできるだけ、
気持ち良く動いてもらいたいものです。そのためには、相手のタイプを見て言い方を工夫してみてください。

C コントローラーには、あまりへりくだったお願いの仕方をするとかえって「裏があるのでは？」と勘ぐります。頼みごと
の理由をはっきり提示するといいでしょう。
聞きたいことがあるときは、質問というより教えを請うような言い方がうまくコミュニケーションを進めるコツです。

P プロモーターには、くどくど説明したりせず、頼りにしている気持ちを伝えます。
聞きたいことがあるときは、どんどん話が展開するように「次は？次は？」と話を引き出してみてください。

A アナライザーは、頼みごとの理由と根拠などを説明して、ゆえにあなたにお願いしたいという展開がいいでしょう。
聞きたいことがあるときは、できるだけ聞きたいことを一点に絞ってみてください。

F フレンドリーは、あなたの存在が多くの人たちに貢献しているよ、と伝えます。
聞きたいことがあるときは、忙しいときに悪いけど…と済まなそうに話しかけてみとよいでしょう。
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インタビューの聴きどころ
「キーマンに訊く」CD 収録
超音波 検 査で増患増収？

～早期発見、定期来院につながる、全く新しい受託業務とは～
超音波検査を行う場合は、医師また

代表取締役の渋谷 一敬 ( しぶや かずの

は専任の超音波技師、放射線技師が担

り ) 様にお話を伺ってきました。

渋

当します。多くのクリニックで超音波

谷社長は、認定超音波検査士・診療放

検査の必要性を感じてはいるものの、

射線技師でもあります。

現実は診療で一杯いっぱい。かと言っ

渋谷社長のお話を聴くと、超音波検

て、技師を雇い入れる余裕もないのが

査をもっと活用することで、病医院に

現状です。病院でも、大学病院ですら

とって臨床面と経済面の両面に想像以

専門の技師が慢性的に不足しているよ

上のメリットがあることに気付かされ

うです。

ます。（収録時間 43 分 30 秒）

今月の「キーマンに訊く」は、その
超音波検査の受託に特化し、すでに関

株式会社ピーディーエス
〒 107 − 0062
東京都港区南青山 7 − 5 − 16 − 303

東を中心に 80 以上の病医院で業務を
展開している株式会社ピーディーエス

インタビューの聴きどころ

代表取締役

ﾄﾗｯｸ１

ご経歴・事業内容について (6’16”)

ﾄﾗｯｸ 2

画像診断（超音波検査）の現状について (10’17”)

ﾄﾗｯｸ 3

一次医療・二次医療施設それぞれにおける超音波検査の実情について (10’39”)

ﾄﾗｯｸ 4

病医院の臨床面でのメリット、経済面でのメリットについて (13’45”)

ﾄﾗｯｸ 5

人材教育や事業展開など今後について (2’34”)

渋谷 一敬 ( しぶや かずのり ) 氏

月刊 医療経営「キーマンに訊く」インタビュー C D のメリット
私、池田が医療経営者や隣接業界のキーマンを毎月直接取材して、そのインタビューの様子を 1 枚の CD
に収録してお届けします。セミナーや講演会に行きたくても会場まで足を運べない多忙な医療経営者の皆
様でも、CD ならいつでもどこでも手軽に聴くことができます。
対談形式のインタビューのメリットは、不特定多数を相手にするセミナーなどではなかなか明かされな
い本音や情報、ノウハウなどを訊きだせるところにあります。
その他にもこのようなメリットがあります。
・移動中の車の中や、診療時間の合間や終了後など隙間時間を利用して聴くことができます。
・何かをしながらの「ながら聴き」でも、気になったところがあれば、何度でも繰り返し聴き返せます。
・文章では伝わりにくいニュアンスを感じたり、インスピレーションが湧いてきます。
※ インタビューの録音は、現場に赴いて行っています。そのため、現場環境によってインタビュー中に OA 機器などの雑音や、
他人の声が混ざることがあります。その点ご了承のほどお願い申し上げます。
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