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1級合格者座談会

医 療 経 営 は
お もし ろ い！

──最初に自己紹介を兼ねて、現在のお仕事や医療経営士

受験のきっかけをお話しください。

眞田：第2回（2014年度）「医療経営士１級」資格認定試験に
合格しました。千葉県の地方銀行・千葉興業銀行の本部で
医療部門を担当しています。医療機関・介護事業者の顧客
を増やすことをミッションに、お客さまとお会いして融資
相談や営業提案などを行うほか、支店からの相談・要望に
応えたり、支援要請への対応もしています。
経営者とお会いする機会が多いため、金融機関として

病院経営に関する知識を増やしたいという想いが医療経
営士への取り組みのスタートでした。次第に、経営者の方
と同じ目線に立ちたいという気持ちが高まり、1級を目指
しました。
宮澤： 株式会社AGSコンサルティングの第八事業部（ヘル
スケア事業部）に所属しています。税理士の資格を活かし
て病医院やヘルスケア企業の税務顧問を務め、事業承継、
医療法人化支援、IPOなどにも携わっています。第3回（2015
年度）1級試験に挑戦した際は不合格でしたが、2回目の
挑戦でリベンジを果たし、ほかの2人の方とともに女性初
の1級合格者となりました。
平間： 北海道旭川市の医療法人仁友会に所属しています。
当法人は、北

きた

彩
さい

都
と

病院（一般病棟116床、血液浄化療法セ
ンター115床）を中心に、2つのクリニック、老人保健施設、
訪問看護ステーション、居宅介護事業所、ヘルパーステー
ション併設型のサービス付き高齢者住宅を運営しています。
当法人にとって、ここ1、2年は激動の年でした。もと

もとは医療に特化していましたが、地域での介護ニーズが
高まったことから、理事長の方針のもと介護系に強い地元
の医療法人と合併し、昨年6月に現在の形になりました。
その際、法人本部を立ち上げ、私は現在、北彩都病院事
務長と法人本部長を兼任しています。
病院の事務部門は総合職ですから、当初、専門的な資
格を取得することにあまり興味はありませんでした。しか
し、医療経営士のテキストを見たところ、マネジメントを
広くとらえた内容だったので、業務の参考書として購入し
たことが、医療経営士受験のきっかけです。第4回（2016
年度）1級試験に合格し、医療経営士1級資格認定者とな
りました。

医療経営士のやりがいを
明るく前向きに伝えることの意義

銀行員、税理士、医療法人本部長
1級挑戦に向けた三者三様の想い

眞田 心哉氏

千葉興業銀行 法人戦略部
コンサルタント支援室部長代理（医療担当）
第2回「医療経営士1級」資格認定試験合格者

宮澤 綾子氏

株式会社AGSコンサルティング 第八事業部
税理士
第4回「医療経営士1級」資格認定試験合格者

平間 康宣氏

医療法人仁友会 仁友会本部本部長、北彩都病院事務長
第4回「医療経営士1級」資格認定者

【座談会参加者】

(C) 2017 日本医療経営実践協会
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医 療 経 営 は
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眞田：千葉県は全国一、二を争うほど、医師をはじめとす
る人材不足が深刻です。特にヘルパー不足が顕著で、景気
の回復に伴い、ヘルパーをしていた人が近隣にできた大型
商業施設のパートなどに転職してしまうケースも出てきて
います。
千葉県は、都市部と海側で状況が異なり、海側の人材
確保難はより深刻化しているようです
平間：人材がいないのは、旭川市も同じです。ヘルパーや
看護助手が足りません。ここ1～2年で、採用が本当に難し
くなってきました。ヘルパーや看護助手は、ベッドメイキ
ングや家事サポートなど環境整備の仕事が多いのですが、
資格を持っていない人にとっては「給料はそれほど高くな
いのに、専門的な業務でハードルが高い」と感じられるよう
です。
眞田さんのお話にもありましたが、人材採用は他業種と

の競争になっています。当法人の理事長は事務部門の重
要性を早くから認識し、MBAを持つ職員の採用なども行っ
ていますが、優秀な事務職員は、他業種との獲得競争が

激しく、残念ながら医療機関を選択してくれるケースは少
ないのではないでしょうか。
宮澤：どこの医療機関も、人材の問題で悩んでいます。医
師や看護師などの専門職をいかに採用するかというのはも
ちろんですが、採用した専門職を統括する総合職がいない
のです。組織を横断的にまとめていくためには、各部門の
知識やマネジメント力が不可欠です。それらを網羅的に身
につけることは、かなり難しいでしょう。
──人材育成への取り組みは、具体的にどのようにされて

いますか？

平間：病院でも企業でも経営の基本は同じですから、病院
経営を担う職員には、一般企業でも通用するマネジメント
力を身につけてほしいと思っています。
当法人では2003年に企画部門をつくり、職員に組織横
断的なマネジメントやPDCAの仕組みづくりをさせるよう
にしています。また、理事長の方針で、当院で給料や生
活費を保障しながら、企画部門スタッフを中心に、経営力
の高い病院に数日から時には数か月単位で研修派遣して
います。これまでに済生会熊本病院や福井県済生会病院、
倉敷中央病院などに受け入れていただきました。
宮澤：長期研修を終えた職員には、どのような変化があり
ますか？
平間：「自分にもやれる」と自信をつけて帰ってくることが
多いですね。他院からヒントを得て、取り入れられる仕組
みを現場で実践しています。
眞田：長期にわたって研修に出すというのは、職員を人的
資源として重視する意識の現れですね。かなり戦略的だと
思います。
宮澤：私も外部から病院経営を見る立場ですから、意識的
に現場感覚を持っていないといけないと思います。実際に
組織の中に入ってみないと、本当の課題や解決の手立てな
どはわからないことが多いと感じます。
平間：当院でも外部からの研修者を受け入れています。

現在、全国の医療経営士は約4,000人。そのうち、
1級合格者（39人、うち資格認定者21人）は1％に過ぎません。
難関試験に合格された方々には、
医療経営士のリーダーとして医療経営士全体の社会的評価を
高める活動を牽引していただくことが期待されています。
今回、3人の合格者の方にお集まりいただき、
医療経営士1級合格の意味や、今後どのような形で
地域医療に貢献していきたいか、
後進へのメッセージなどを中心にお話しいただきました。

専門職を統括できる総合職の育成が急務
経営力の高い病院に長期研修派遣を実施

眞田 心哉氏

千葉興業銀行 法人戦略部
コンサルタント支援室部長代理（医療担当）
第2回「医療経営士1級」資格認定試験合格者

1971年生まれ。千葉県出身。
1995年、慶應義塾大学卒業後、
株式会社千葉興業銀行に入職。
本店営業部、松戸支店などを経
て、2009年4月より現職。

写真左から、眞田氏、宮澤氏、平間氏

(C) 2017 日本医療経営実践協会
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1～2日なら、きちんとした部分だけを見せてすませること
もできますが、1か月も経つと格好つけていられなくなりま
す。外部の研修者に説明する過程で、自院の仕組みが整っ
ていない部分が見えてくることもあり、研修を受け入れる
ことで、逆に教えられることも多いです。
私は以前、製薬会社に勤めていましたが、医療機関同
士では、無料で研修し合えるということにたいへん驚きま
した。営利企業では、経営ノウハウを他社に公開すること
自体あり得ません。競合しない非営利の医療機関だからこ
そできる、ありがたい文化だと思います。

眞田：傍から見ていても、病院事務長がしなければいけな
い仕事が多すぎると思います。また、多くの医療機関が世
代交代に苦労しているようです。経営幹部候補、事務長候
補の育成に取り組めている病院は、まだまだ少ないのでは
ないでしょうか。
平間：職員が1,000人以上いる大規模病院でも、組織とし
ては未熟なところが多いように感じます。事務部門のトッ
プが事務長しかいないという点にも違和感を持ちます。一
般企業のように、総務部長、人事部長など、機能分化してい
る病院は少ないのではないでしょうか。
眞田：事務長は理事長の参謀役でもありますから、理事長
が聞きたいことは事務長に集約されているほうがやりやす
いという側面はあるかもしれません。
われわれは外部の立場で事務長をサポートできるよう、
医療経営士を中心としたネットワークを活用して人材育成
にも協力していきたいと考えています。
現在、当行千葉支店を会場に、第2回千葉研究会（テーマ

「医療提供の継続性を担保する『利益』を確保できる事務部
門になろう」、3月26日）を開催する予定で、日本医療経営実
践協会と協同して準備を進めています。医療経営士の活動

が地域に広がっていく機会になればいいなと考えています。

眞田：一市民の立場から地域の医療・介護提供体制の実情
を知れば知るほど、将来が不安になります。都市部の高齢
化はこれからどんどん進みます。一方で、支える人材は乏
しい。人は確保できないのに、需要だけが高まっている状
況です。
──千葉県の医師養成機関はこれまで千葉大学だけでし

たが、本年4月、成田市に国際医療福祉大学医学部が新設

されることになりました。これにより、医師の需給が進む

のでは？

眞田：長い目で見ればメリットはあると思いますが、医師
を地元の医療機関に定着させるまで、10年くらいかかりま
す。一方、今回の医学部新設により病床が600床増えるた
め、その分の医療人材を確保する必要があります。地域の
医療人材需給に影響がなければよいのですが……。
平間：旭川市にも旭川医科大学がありますが、5～6年くら
い前までは、卒業後、市外に出てしまう人が多く、医師を派
遣してもらうのに苦労しました。ただ、旭川医科大学では、
早くから地域枠特別選抜入試を実施し、医師を地元に定着
させる方針を打ち出してきていたので、現在は4割近い学
生が地元で研修を受けるようになっています。医師が残る
ことで、看護師などの他の医療職者も充実し、結果として
増患につながる流れを実感しています。
宮澤：医療人材不足を解決するためには、かかりつけ医機
能を充実させ、専門的な診察が必要な患者は、かかりつけ医
から病院へ紹介するという流れをつくるのが急務だと思い
ますが、それにより病院の外来患者数は減るのでしょうか。
眞田：現状では、思ったほど減っていないようです。
平間：病院の形態にもよりますが、やはり入院が病院経営
の中心になります。医師が外来の対応に忙殺され、入院・手
術に影響が出てしまうというのは、急性期病院が抱える経
営課題の一つです。
当院は、10対1の一般急性期病院ですが、透析患者さん
が多いため、かかりつけ医機能を外すことはできません。
法人内のクリニックがかかりつけ医機能を持ち、病院は急
性期機能を強化するという経営方針は打ち出しているもの
の、法人内の連携機能や入院機能の強化などの課題は残
されています。

──2025年の医療ニーズのピークを過ぎると、医師の需

病院の組織はまだまだ未熟
研究会開催などで外部からもサポートを

医療・介護は究極の地場産業
医学部新設は人材不足解消につながるか？

医療経営の魅力を伝えることで
経営に興味を持つ学生を増やそう！

宮澤 綾子氏

株式会社AGSコンサルティング 第八事業部
（ヘルスケア事業部）
税理士
第4回「医療経営士1級」資格認定試験合格者

1983年生まれ。埼玉県出身。専
修大学卒業後、株式会社フェー
ズワンに入職。医師向けWEB
コンテンツの運営、キャリアア
ドバイザー、東日本税理士法人
を経て、2017年より現職。

(C) 2017 日本医療経営実践協会
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給は緩み、逆に医師過剰になってしまうのではないかと懸

念する声があります。

平間：確かに、すべての医師が臨床を行うなら過剰になる
可能性がありますが、これからは病院経営の方向に進む医
師も増えてくるのではないかと考えています。
最近は、医療経営士資格を取得する医師が増えている

と聞きますし、大学でも医療経営や医療政策の学科ができ
ているようです。
眞田：現在は、医療経営がどのようなものか知らない学生
がほとんどですが、知ることで興味を持つ若者が出てくる
かもしれません。
平間：医療経営はおもしろいですよ。最高の国家資格を持
つ専門職をまとめるには、高いマネジメントスキルが必要
ですし、時には、営業マンとしての役割も求められます。難
しい仕事ですが、高いやりがいがあります。
眞田：私が学生の立場なら、興味がわきますね。平間さん
のように、実際に病院経営に携わっている方が「医療経営
はおもしろい」と言ってくれると、ワクワクします。
医療・介護は、最後まで残る仕事だと思います。私は「衣
食住」の衣を、医療の医にしてもいいんじゃないかと思っ
ています。
先ほど人材不足の話が出ましたが、最も足りないのは、

「医療の仕事は楽しい！」と言える人なのかもしれません
ね。悲観的な話ばかりしていても、何も始まりません。
宮澤：最近は、社会貢献に意欲の高い学生が多いように
感じます。医療・介護は皆で守るもの。「社会インフラとし
て重要な医療・介護の仕事に携われる」という点を強くア
ピールすることが効果的なのではないでしょうか。

宮澤：地域住民としての視点を持ちながら、地域の調整役、
潤滑油の役割を果たすことも、これからの医療経営士の新
たな役割だと感じます。
平間：現在は、病院の事務職員が地域医療に対して意見を
言う機会はほとんどありません。情報が下りてくるのを、
ただ待っているだけです。地域医療構想調整会議など地域
医療行政の場に医療経営士が参加し、有意義な発言ができ
るようになるとよいのですが。
──まずは草の根的に、地域の医療経営士が連携して意見

を発信することで、流れが変わる可能性があるかもしれま

せん。

平間：合併以来、法人内の医療・介護連携を進めています
が、医療と介護の視点の違いから、連携の難しさを感じま
す。各施設の連携担当者などが出席する連携会議を定期的

に開催していますが、医療側が介護施設に受け入れてほし
いと思う患者像と、介護施設が受け入れられると思う患者
像が異なっており、その逆も然りです。つまり、患者さんの
状態について、医療と介護では見方が違うんですね。
この問題を解決するためには、医療・介護双方が患者・
利用者の共通したイメージを持てるような定義付けが必要
だと感じます。そして、われわれの持つマネジメント力を
発揮して橋渡し役を務めることも求められていると感じて
います。
地域での医療・介護連携においても、同様のことが言

えるのではないでしょうか。
──最後に、本座談会の感想やご自身の抱負、1級受験を

目指す方へのメッセージなどをお願いします。

眞田：今日の座談会で大きな発見だったのは、医療経営を
楽しい、おもしろいととらえる視点です。
振り返ってみると、私自身、1級の勉強が一番おもしろ

かった。上級テキストは読み物としても楽しめ、今でも時々
読み返しています。
宮澤：テキストの知識とともに、支部研究会や対策ゼミで
培った人脈は、私にとって大きな財産となりました。
平間さんの法人の長期病院研修のお話は、とても参考

になりました。医療経営士として、現場を体感できる場が
つくれるといいと思います。医療経営士同士で、このよう
な企画を考えられたらおもしろいですね。
平間：医療機関の事務部門に所属している方なら、日常業
務のなかで、医療経営士テキストの知識を使う機会が必ず
出てきます。医療経営士の知識を自然と身につけられるよ
うな、レベルの高い仕事をしてほしいと思います。私は、職
員たちが病院経営のおもしろさを感じながら、楽しく仕事
ができる環境づくりを進めていきます。
── 1級合格者の皆さまのご活躍が、多くの医療経営士の

お手本になっていくと思います。

本日は長時間にわたり、どうもありがとうございました。

同一法人内でも難しい医療・介護連携
橋渡し役としての医療経営士の役割

平間 康宣氏

医療法人仁友会 仁友会本部本部長、北彩都病院事務長
第4回「医療経営士1級」資格認定者

1968年生まれ。北海道出身。
1989年、旭川工業高等専門学
校卒業後、外資系製薬会社勤務
を経て、1998年、石田病院（現 
医療法人仁友会 北彩都病院）入
職。2003年、企画課長、2013
年、事務長を経て、2016年より
現職。
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