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ご挨拶 

 

第 19 回日本医療バランスト・スコアカード研究学会学術総会の会長を仰せつかりまし

た早稲田大学の清水です。本稿で学術総会を開催させていただくことになり、大変光栄に

存じております。 

Kaplan と Norton がはじめてバランスト・スコアカードの論文を世に出したのは、1992

年のことでした。爾来ちょうど 30 年が経過し、バランスト・スコアカードの経営ツール

としての優秀性は世界中で証明されてきました。バランスト・スコアカードが優れている

点は、財務的な成果を導くドライバーとして、顧客（患者）、内部プロセス、学習と成長

という 3 つの非財務的視点が導入され、長期的かつ安定的な財政基盤を作り上げるために

は、顧客をはじめサプライヤー、働く人々、さらには ICT や組織文化に至るまで、様々な

領域のステークホルダーやツールを包括的に考察する必要があることを明示した点にあり

ます。 

今回の学術総会では、バランスト・スコアカード誕生から 30 年経った今こそ、原点に

立ち返って経営ツールとしての可能性を今一度見直し、これによって、大きく変化してい

く医療界におけるバランスト・スコアカードの有用性を確認すること、また、さらに経営

ツールとしていかなる発展が見込まれるのかといった点について議論して参りたいと思い

ます。 

ここ数年、Covid-19 パンデミックにより、各種の学会や研究会もオンラインでの開催が

多くなってまいりました。オンラインのミーティングの利点は、何よりも移動の時間を取

られず、自宅や職場から遠く離れた会場に参加できる点であります。他方、こうした取り

組みは、人々が直接向かい合うことによる化学変化を封じ込めてしまう可能性も否定でき

ません。今回は、久しぶりに学術総会を対面で開催することとし、会員の皆様を早稲田に

お迎えする予定でした。しかしながら、昨今の情勢により，本大会は対面開催からオンラ

イン開催に変更となりました。会員の皆様にお集まりいただくことはできませんが、オン

ラインであっても対話を行い、そして新たな発見がある有意義な学術総会としたいと考え

ております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

2022 年 10 月吉日 

 

第 19 回 日本医療バランスト・スコアカード研究学会学術総会 大会長 

 

早稲田大学 商学学術院教授 清 水 孝 
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BSC:経営ツールとしての 30 年の歩み 

施設名／所属：早稲田大学 

発表者：清水 孝 

Ⅰ はじめに 

  KaplanとNortonが、Balanced Scorecard 

(以下、BSC と略称)を発表したのは 1992 年で

あった(Kaplan and Norton, 1992)。以来、ちょ

うど 30 年が経過する。その間、BSC は一貫し

て経営戦略実行のツールという性質を貫いて

きた。本講演では、30 年の歴史を振り返りつ

つ、「サステナビリティ」という新たな局面を

迎え、今後について述べることにする。 

Ⅱ 歴史的経緯 

BSC が誕生した背景には、企業価値の源泉

が有形資産から無形資産に移りつつあるとい

う点があった。この点に着目し、Kaplan と

Norton は財務の結果を生むための先行要因と

して、顧客、業務プロセス、そして学習と成長

という 3 つの視点を設定し、それぞれの視点に

戦略目標、尺度、目標値および実行のためのア

クション・プランを置いて、財務・非財務業績

の測定システムとして発表した。 

その後、Kaplan と Norton は、Strategy 

Focused Organization（Kaplan and Norton, 

2000）および Strategy Maps (Kaplan and 

Norton, 2004)を出版し、経営陣が考える戦略

実行のための道筋を、4 つの視点間の関係を示

した戦略マップの形にし、各組織構成員の戦略

の理解と貢献を引き出すようにした。 

ただし、組織階層や関連組織によっては、ト

ップが描いた戦略マップをそのまま実行する

ことは困難であり、下方展開あるいは水平展開

が必要になる。そこで、Alignment (Kaplan and 

Norton, 2006)において、組織全体が戦略に整

合するためのシステムを考案した。 

Kaplan と Norton の最後の著書である The 

Execution Premium(Kaplan and Norton, 2010)

では、戦略マネジメント・システムの全貌が明

らかにされ、戦略の実行のみならず創発戦略に

対する影響も示された。 

以上のように、BSC は経営戦略、主として事

業戦略の実行ツールとして発展してきたので

あるが、医療機関は必ずしも財務の視点を最高

位に置くことがない場合もある。医療機関が持

つ使命を達成し、社会的な貢献をするという点

からすれば、当然のことである。 

近年のマルチ・ステークホルダー主義に基づ

き、Kaplan は、従来の BSC を Sustainability 

BSC(SBSC)へと拡張し、BSC の各視点を一新

している(Kaplan and McMillan, 2020)。 

以上のような歴史的経緯を概観し、医療機関

における SBSC への拡張の可能性について私

見を述べる。 

 

参考文献 

・ Kaplan, R.S. and D.P. Norton (1992) The balanced 

scorecard – Measures that drive performance, Harvard 

Business Review, 70(1), 71-79. 

・  -  (2001) The Strategy Focused Organization: How 

Balanced Scorecard Companies Thrive in the New 

Business Environment, Boston: MA, Harvard Business 

School Press.  

・ -  (2004) Strategy Maps, Converting Intangible Asset 

into Tangible Outcomes, Boston: MA, Harvard Business 

School Press.  

・ - (2006) Alignment: Using the Balanced Scorecard to 

Create Corporate Synergies, Boston: MA, Harvard 

Business School Press.  

・ - (2008) Execution Premium: Linking Strategy to 

Operations for Competitive Advantage, Boston: MA, 

Harvard Business School Press.  

・ Kaplan, R.S. and D. McMillan (2020) Updating the 

Balanced Scorecard for Triple Bottom Line Strategies, 

Working Paper 21-028, Harvard Business School.  
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経営戦略論の変遷から見るバランスト・スコアカード

の理論的変化と今後の方向 

所属：日本大学商学部 

                               発表者：髙橋淑郎 

Ⅰ はじめに 

キャプランとノートンが 1992年にバランス

ト・スコアカード（以下 BSC）を発表してから

30年経過した。その間に BSCは様々に活用さ

れ、成果も出てきたが、理論としては 2008年

以降変化はない。しかしながら、経営戦略論と

しての BSC が経済性一辺倒ではなく、社会性

を考えることが社会から求められている中で、

BSCは、社会から求められている「社会性」を

備えられるのか、それによって BSC のコンセ

プトや構造は、この社会の変化に適用できるの

かを考察した。 

Ⅱ 経営戦略論としての BSC 

キャプランらも指摘しているように、BSC

で考えている戦略の基本形は、ポーター(Porter, 

M.E.)の競争戦略（事業戦略）を下敷にしてい

る（Kaplan, R.S. and Norton, D.P., 1996，

p.37,p.75 , 2001, p.75, 89）。そして他の経営戦

略論を否定していない。資源ベースの経営戦略

の重要性に関しては、コア・コンピタンスの重

要性を認めている（Kaplan, R.S. and Norton, 

D.P., 1996b, pp.37-38)。さらに、ミンツバーグ

（Mintzberg, H.）などの創発戦略論や学習する

組織などをうまく組み込んで変化してきてい

る経営戦略論である（髙橋淑郎 2021）。社会性

を経営戦略に取り入れるきっかけを世界に提

供したのは、アンソフであり、彼は著書

Corporate Strategy（Ansoff, H.I.,1965）で、社

会的責任を意識した経営戦略論を展開した。 

アンドリュースは、戦略策定のプロセスで、

社会に対する企業の影響を経済的だけでなく、 

 

非経済的にも社会に影響を与えることを自覚

し、それに注目して経営戦略を策定しなければ

ならないことを認識していた。そのような変化

の中で、バリューシフトが起きて、「社会の価

値が企業の価値を決める」という考え方が一般

に受け入れられた。その時に、それをどのよう

に追及するかで 2 通りに分けることができる。 

第１が、ポーターらと同じように、経済価値

が最大化される状況を戦略の目標とする既存

の戦略理論と同様な思考ともいえるが、経済価

値が達成されなければ、規則内の付き合い程度

という考えである。 

第２が、「社会成果なしには、経済成果はあ

り得ない」という考え方である。 

キャプランらの社会性という考え方は、前者

であり、社会性の追求が経済性にプラスの価値

をもたらさない場合、社会性は消極的になり、

法的限度内で追求されることになる。つまり、

現状は何も変わらないのである。これらを踏ま

えて、経営戦略論としてポーターの競争戦略が

どのように生まれ、変化してきたかを発端とし

て、BSC に関係深い戦略論の系譜を再考した。 

Ⅲ 社会性を組み込んだ BSC 

世界が、社会性や環境を真剣に考える時代に

なってきている中で、本発表のテーマである

BSC の社会性に関してみると、キャプランら

の最初の「社会性」に関する記述は 2冊目の書

籍（Kaplan, R.S. and Norton, D.P.,2001）で、

戦略マップで示した「企業市民（corporate 

citizenship）」という戦略テーマと 3 冊目の書

籍で業務プロセスの視点の中の一つの戦略テ

ーマ として「 規制と社 会のプロ セス
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（Regulatory and Social Processes）」が記述

されてはいるが、それはあくまでも法的な範囲

内の活動で、地域社会と摩擦を起こさないで事

業を継続し、質の高い従業員を募集するために

良い評判得ることを考えているので、自己の利

益（self-interest）のための消極的な活動として

捉えることができる。したがって、キャプラン

らの BSCのコンセプトに積極的な「社会性」

の組み込みはなく、世間の動向に配慮する程度

の認識で記述されていると考える。 

 本発表では、経営戦略論としての BSC の発

展のために「社会性」をどのように組み込むべ

きかについて、さらに BSC の構造とコンセプ

トの修正に関してその可能性を具体的に考察

し、すでにドイツなどで研究されている

Sustainable BSC（SBSC)以上に、積極的に社

会性や倫理を組み込んだ BSC の可能性を可能

検討した。 

Ⅳ BSCの活用の拡張 

 BSCの活用事例を見よう。 

１． グリーン・ホスピタル・カード： 

カナダのオンタリオ州の一部の病院では、グ

リーン・ホスピタル・カードとしてオンタリオ

病院協会が主導して、グリーン化の採用、排出

削減、倫理上の意思決定体制に関する報告を公

開している 

２． CBSC（Community BSC）: 

地域において BSCを利用した取り組みを，

コミュニティー・バランスト・スコアカード, 

CBSC）と呼ぶ。CBSCは，１つの組織やセク

ターだけでは解決できない重要な課題を対象

に設計されているといえる。 

３． SBSC（Sustainability BSC）： 

持続可能性コンセプトの 3 つの領域である

経済、環境、社会を、戦略の成功に向けて合す

る。BSC を使用して従来の社会性を組み込ん

だ戦略経営と持続可能性の管理を統合できる。 

４． IBSC（integrity BSC）： 

インテグリティとは、「品位」「誠実」「真摯」

「高潔」などの概念を意味する言葉である。病

院の全職員が共有すべき価値観としてインテ

グリティを明記し、インテグリティをどのよう

にして職員に共有、浸透させているのかの方法

が重要となる。その病院の経営戦略の様々な目

標実現に貢献する可能性のある社会および環

境の側面のみに言及しているわけではない。

IBSCの掲げる価値は多元的に解釈できるので、

組織とそのメンバーの正の配慮を行うという

意思に基づいて、社会、経済、環境のレベルに

おける価値創出に貢献することが期待される。 

Ⅴ まとめ 

経済成果ありきの社会成果の追求ではなく、

社会成果の達成なくして、経済成果の達成はあ

り得ないという認識の下で、BSC から SBSC

をへて、その先の、病院の職員も患者も業者も

地域社会も安心して、すがすがしく過ごせる仕

組みづくりに BSCとインテグリティを組み合

わせることが可能であるし必要である。  

これまで議論してきたように、オリジナル

BSC の構造とコンセプトを修正した経営ツー

ルに、組織を動かす人間のインテグリティ教育

を組み込んだ 21 世紀型の新しい BSC を創造

することが期待できる。 

参考文献 

1. 髙橋淑郎（2022）「経営戦略論としての BSC

の発展のために：「社会性」と「倫理」をどの

ように組み込み、BSC をいかに修正するか」   

医療バランスト・スコアカード研究 18(1・2合

併号)  pp.1-42.  

2. 髙橋淑郎(2021)『バランスト・スコアカード

による持続可能な病院経営』中央経済社。 

 

3. 髙橋淑郎（2011）「地域社会での医療 BSC

の 活 用 の 可 能 性 ～ The Sustainability 

https://www.thecasecentre.org/products/view?id=72191
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Healthcare Balanced Scorecardの開発に向け

て」医療バランスト・スコアカード研究，８⑴，

pp.20-41． 

4. 髙橋淑郎（2017）「BSC から Sustainable 

BSCへ」医療バランスト・スコアカード研究，

13⑵pp.4-21． 

5.Ansoff, H.I. （1965）  Corporate Strategy. 

McGraw－Hill. （広田寿亮  訳  （ 1982）   

『企業戦略論』産業能率大学出版部）。 

6. Barney, J.B. （ 2002 ）  Gaining and 

Sustaining Competitive Advantage, Pearson 

Education. （岡田正大 訳『企業戦略論【上】

基本編』ダイヤモンド社，2003）。 

7.Bieker, T., Dyllick, T., Gminder, C.U. and 

Hockerts, K. （2001） Towards A Sustainability 

Balanced Scorecard: Linking Environmental 

and Social Sustainability to Business. In 

Conference proceedings of business strategy 

and the environment 2001 in Leeds, pp.22-31. 

8. Drucker, P.F. （1954）  The Practice of 

Management, Harper.（野田一夫監訳、現代経

営研究会訳（1965）『現代の経営 上・下』    

ダイヤモンド社。 

9. Hamel, G. and Prahalad, C.K. （1994） 

Competing for The Future, Harvard Business 

School Press. （一條和生 訳 （1995） 『コア

コンピタンス経営』日本経済新聞社）。 

10. Hofer, C.W. and Schebdel, D.E. （1978） 

Strategy Formulation: Analytical Concepts, 

West publishing. （奥村昭博・榊原清則・野中

郁次郎 訳 （1980） 『戦略策定』千倉書房）。 

11. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. （1996） The 

Balanced Scorecard: Translating Strategy into 

Action, Harvard Business School Press. （吉

川武男 訳 （1997） 『バランス スコアカード』 

生産性出版）。 

12. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. （2001） The 
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談社）。 
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東洋経済新報社）。 

15. Porter, M.E. （1980） Competitive Strategy, 

Free Press. （土岐坤 ほか訳 （1995） 『新訂

競争の戦略』ダイヤモンド社）。 

16. Porter, M.E. （ 1985 ）  Competitive 

Advantage, Free Press. 

17.Searcy, C. （2012） Corporate sustainability 

performance measurement systems: A review 

and research agenda, Journal of Business 
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18. Schaltegger, S. and Dyllick, T. （hrsg.）
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訪問看護ステーションの経営に役立つ BSC 

所属：大阪学院大学経営学部教授 

発表者：山本浩二 

 

Ⅰ はじめに 

訪問看護ステーションは、サービスの利用者

の居宅に看護師が訪問して、介護認定を受けた

利用者への介護に加えて、医師の指示にもとづ

く酸素吸入器などの医療機器の管理や点滴な

どの医療処置や服薬管理、病状観察を行う地域

の在宅医療の一端としての機能を担っている。 

訪問看護ステーションは、都道府県知事（あ

るいは中核市長）から居宅介護事業者（訪問看

護）の認可を受けた法人であり、利用者との契

約によってそのサービスを提供する。ステーシ

ョンの看護スタッフ数は小規模のものが多く、

常勤換算 3.5 人以上で開設でき、看護師である

ステーション管理者は、自らも訪問に行くプレ

ーイングマネジャーとなっている状況もみら

れる。しかし、管理者の役割として、ステーシ

ョンの経営を考えて、訪問による事業収入を増

やさないと経営が成り立たない。  

 

Ⅱ 訪問看護ステーションの経営課題 

ビジネスとしての訪問看護ステーションの

課題は大きく次の２つに集約できる。１つは事

業収入の増加であり、人（看護師・リハビリの

スタッフ）が利用者を訪問することではじめて

収入になる。そのため、短期的には、訪問する

時間というキャパシティ、つまり現有スタッフ

による訪問可能な時間というキャパシティを

前提として、利用者数と訪問件数を増やして事

業収入の増加を図る必要がある。一方、訪問に

当てる時間を増やす意味でも、訪問の能率を向

上する視点での管理も必要となる。もう１つの

課題は、職員の確保と定着であり、看護師不足

と離職は、医療現場の共通の課題となっている。

訪問看護は、病院での勤務とは異なるため、非

常勤スタッフの場合には自由な勤務時間が設

定できるメリットがある反面、居宅に一人で訪

問するという職務に伴うプレッシャーや小規

模の組織であることに伴う人間関係に対する

問題などから、看護スタッフの定着が経営上の

重要な課題として認識される。 

 

Ⅲ 経営母体や地域性の違いによる経営の内

容の違い 

訪問看護ステーションの設立母体には、看護

師が独立して自ら立ち上げたもの以外に、病院

等の医療法人に併設されたものや介護福祉施

設など他の事業を経営する企業であることも

あり、その場合には管理者とは別に経営者が存

在しており、ステーション管理者の位置づけや

経営の実態は異なっている。また、訪問看護ス

テーションは地域と密接に関わっているため、

経営にあたってその地域の利用者の状況が大

きく影響する。これらは戦略実施ツールとして

のバランスト・スコアカード（BSC）にも反映

される。 

 

Ⅳ 病院看護との業務プロセスの違い 

看護師は、専門的能力の向上に対する意識の

高い職業である。しかし、一定の医療に関する

専門知識を持った看護師が行う看護といって

も、利用者の居宅での訪問看護は、病院での看

護とは様々な違いがある。この点で、病院・医
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療機関のマネジメントとは、異なった視点での

マネジメントが求められるといえる。 

 

Ⅴ 訪問看護ステーションにおける BSC の有

効性 

先行研究では、これまで医療機関の管理会計

ツールとして BSC が適用され、戦略実施のマ

ネジメントツールとして効果的な手段として

定着したものといってよい。訪問看護ステーシ

ョンを対象とした本研究においても有効なも

のと考えられ、選ばれるステーションとなるた

めの戦略目標を抽出して策定する際の有効性

が認められる。しかし、病院の BSC とどのよ

うな点で異なってくるかを明らかにすること

も意義のあることといえるであろう。 

 

Ⅵ おわりに 

医療や看護において、QOL（Quality of Life)

ということが重視される。QOL は、「生活の質」

といわれる。治療や療養生活を送る患者の身体

的、精神的、社会的、経済的、すべての生活の

質を意味する。在宅の利用者には、利用者に寄

り添うという表現で、医療機関とはまた異なる

寄り添い方も求められる。これを経営に反映さ

せることは重要なことと考えられる。 

 

 

参考文献 

『新版訪問看護ステーション開設・運営・マニ

ュアル第４版』日本看護協会出版会、2021

年。 

『医療バランスト・スコアカード研究【実務編】』

高橋淑郎編著、生産性出版、2011 年。 
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BSC を活用した変化に強い病院経営（病院の質は職員の質） 

施設名／所属：福井県済生会病院 

発表者：登谷大修 

Ⅰ はじめに 

コロナ禍を始めとして、少子高齢化、医療費抑

制、地域医療構想、働き方改革など最近の病院経営

を取り巻く環境は日々変化している。この様な先の

読めない外部環境の変化に対応するためには病院組

織全体を「変化に対応出来る強靭な（レジリエント

な）体質」に変える事が重要と考える。 

  

Ⅱ 変革してゆく病院 

 私たちの病院では職員の質、組織文化こそが変化に

対応して医療サービスの質を進化させる最も重要な

要素と考え 2006 年より経営方針を「変革してゆく病

院」と定め 

① 方向性が一致し、自律した職員チームの養成 

② フラットな組織による医療の実践 

③ 変わり易い仕組みによる質の改善 の 

人、組織、仕組みの改革を行って来た。 

 

Ⅲ 変わり易い仕組み 

変わり易い仕組みとして「済生会マネジメントシステ

ム（SQM）」を組み立てたが、原則を 

① 方向性の統一とバランス（患者、業務、職員、財務）

がとれた改善 

② 継続的な改善である事（PDCA と監査システム） 

③ 現場職員による改善提案の習慣化 とし、 

マネジメントツールとして BSC, ISO9001，W.O.（GE）を

活用している。 

 

Ⅳ BSC の役割 

 BSC は方向性の統一と価値連鎖を考慮した改善ツ

ールとして使用しているが、実際には病院中期ビジョ

ン、部署年度目標設定会議の際に戦略マップ作成を関

係者全員の参加で行う事を最も重視している。それに

より職員間で改革の必要性や目指す方向性の共有が

期待できる。さらに全職員への方針の説明や、目標達

成の成果報告も戦略マップを使用しており病院の現

状が分かり易く納得感が得られると考えている。また、

現場職員の業務負担を軽減するためにスコアカード

の実施記載が簡単で、集計が容易な「BSC システム」

も電子カルテ内に作成した。 

 

Ⅴ 結果 

改革全体の結果として、職員満足度調査では病院の方

向性への理解や共感を示す職員が増え、離職率の低下

と共に医療サービスの向上が認められた。結果、コロ

ナ禍でも高い患者満足が得られている。 

 

Ⅵ おわりに 

BSC の経営ツールとしての有用性は数多く挙げられ

ているが、我々の経験では職員の現状認識と当事者意

識（方向性の共有）、改善への納得感の向上が特に優れ

ており、結果的に職員文化の向上、医療サービスの改

善に有用と考えている。 
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働き方改革に伴う経営的視点からの土曜日診療休止の検討 

施設名／所属：JA 神奈川県厚生連 経営企画部 企画管理課 

発表者：生沼 貴彦 

共同研究者：新嶋 友梨恵、櫻井 鉄大、栗原 賢紀、阿部 恵里子、小俣 純一、高野 靖悟 

Ⅰ はじめに 

 JA 神奈川県厚生連は県内に急性期病院が 2

つある。それぞれ BSC を導入しているが、A

病院は約17年、B病院は約8年経過している。

本会のミッションは「組合員および地域住民の

けんこうで豊かな生活を支える」、ビジョンは

「持続可能な医療・保健・福祉事業の構築」と

なっており、持続可能な事業の構築のため、実

効性のある事業計画の策定が求められる。 

 

Ⅱ 目的 

2024 年に向けて待ったなしの状況である医

師の働き方改革をはじめ、コロナ禍でさらに加

速した ICT ツールを活用したテレワーク等、

働き方改革への対応は急務となっている。事業

計画策定にあたり、次年度以降の大きなトピッ

クスとして、SWOT 分析での現状把握、クロ

ス分析を利用した課題抽出により、土曜日診療

の休止を検討することとなった。BSC の成功

には組織のミッション・ビジョンをもとに戦略

を可視化することと同時に、戦略を全職員の業

務に関係させて動機づけさせることが必要で

あることから、多職種協同によるプロジェクト、

ワーキンググループを発足しキックオフした。 

 

Ⅲ 研究方法 

働き方改革への制度対応、経営の効率化の一

環として、SWOT 分析での現状把握、クロス

分析を利用した課題抽出により土曜日診療の

休止をテーマとし、メリット・デメリットの抽

出、経営へのインパクトを試算した。 

Ⅳ 結果・考察・結論 

収支については、土曜日に来院していた患者

を平日へ振替える等の複数条件でシミュレー

ションした結果、材料費等を含み外来で 2.5～

5 億/年、入院で 1～1.5 億の幅での減益が見込

まれ、経営への影響は大きいのは間違いない。 

減収インパクトの大きい外来については、土

曜日ニーズのある診療科および単価の高い外

来透析等は引き続き対応するなど対策を講じ

て減収を抑える。入院については、週末から休

日の病床稼働率の減を抑えるため、手術スケジ

ュールの見直し、積極的な救急の受入、ベット

コントロールができれば減収の幅は限りなく

ゼロに近づけられるのではと発案があった。 

 委託費の一部増減、人件費の増減、水道光熱

費の増減等も考慮しなければならない。一方で、

職員満足度向上やリクルートへの好影響もあ

る。これら様々な要因があり、さらに突き詰め

ていくとコロナの影響で経営的な先行きが不

透明な状況なので、経営判断が鈍るのは当然で

ある。経営インパクトは大きいものの、制度対

応に向けて大きく舵を切らなければならない。 

 この取り組みにより、多職種協同による精緻

な試算はもちろん、トップダウンによる病院戦

略・ビジョンを職員が理解したことにより、戦

略・ビジョンが浸透し、職種間のコミュニケ―

ションの向上、モチベーションの向上も図れた。 

 

参考文献 

髙橋 淑郎編著『バランスト・スコアカードに

よる持続可能な病院経営』中央経済社出版 
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在宅医療特化型保険薬局における 

経営ツールとしての BSC 活用に関する一考察 

施設名／所属：日本経済大学大学院 経営学研究科１）、 

訪問薬剤師ステーション HASC 薬局２） 

発表者：赤瀬朋秀１，２） 

共同研究者：稲沢克紀２）、高地恵市２）、菅野恵実２）、土井勝弘２） 

 

Ⅰ はじめに 

 保険薬局が地域医療に貢献するためには、そ

の業務内容を処方箋調剤偏重の対物業務から

対人業へシフトすることが必要である。また、

そのためには、従業員の意識改革や、当該業務

を実践するための知識やスキルの向上が必要

である。すなわち、全従業員が一丸となって薬

局のビジョンを共有し、実践していくためのツ

ールが必須となる。昨年に引き続き、保険薬局

における経営ツールとしてのバランスト・スコ

アカード導入の成果について報告する。 

 

Ⅱ 目的 

 保険薬局における事業内容の変更に際し、従

業員がビジョンを共有し、事業を推進させるた

めにバランスト・スコアカードが有用であるこ

とを評価する目的で研究を計画した。 

 

Ⅲ 研究方法 

2021 年 8 月に、横浜市保土ヶ谷区に新規開

業した訪問薬剤師ステーション HASC 薬局を

対象とした。従業員が入れ替わった 2022 年 5

月、対象とした保険薬局の内部および外部環境

の再分析を行い、昨年度完成した戦略マップ及

びスコアカードと比較した。さらに、内部およ

び外部環境の変化が、クロス分析、戦略マップ、

スコアカードに適正に反映できているか否か

を併せて評価した。 

 

Ⅳ 結果および考察 

内部環境分析においては、新規採用人材が有

している知識、経験、スキルといった人的資源

に関わる変化が「強み」として抽出されていた。

また、新規作用人材による周囲へのシナジー効

果も強みとして抽出されていた。また、外部環

境の変化として、訪問診療を実践する診療所と

の新規提携が「機会」として抽出されていた。

この強みと機会を掛け合わせて導き出された

経営上の課題は、対象とした保険薬局のビジョ

ンと極めて正確に合致していた。開業 1 年未満

の短い期間においても、特に外部環境の変化に

伴う「機会」の創出が、対象とした保険薬局の

事業内容に大きく影響することが明らかとな

った。 

バランスト・スコアカードは保険薬局の経営

ツールとして有用であると考えられた。特に、

分析のプロセスを全従業員で共有する事によ

り、経営ツールとして十分に活用できる可能性

があると考えられた。 

 

Ⅵ 結論 

 バランスト・スコアカードは保険薬局の経営
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ツールとして有用であると考えられる。 
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オンライン研修による病院薬剤師版 

バランスト・スコアカード作成への取り組み 

施設名／所属：公益社団法人 神奈川県病院薬剤師会 ファーマシーマネジメント委員会 1 

IMS グループ横浜旭中央総合病院 2 

発表者：小串興平 1,2 

共同研究者：小田切正美 1,2、小林岳 1、関口信香 1、庭木宏 1、大幸淳 1、廣瀬直樹 1、藤田

明宏 1、吉田博史 1、岡添進 1、中村葉月 1、金田昌之 1、林誠一 1、金田光正 1、赤瀬朋秀 1 

Ⅰ はじめに 

 神奈川県病院薬剤師会ファーマシーマネジ

メント委員会（以下、当委員会）では、病院薬

剤部門の運営管理に関するマネジメントツー

ルの一つとして、バランスト・スコアカード（以

下、ＢＳＣ）に着目し、病院薬剤師版ＢＳＣセ

ミナーを開催している。コロナ禍においても継

続して研修会を運営するため、２０２０年度よ

りオンラインホワイトボードシステムＭｉｒ

ｏ®を活用したオンライン形式で実施している

が、ＢＳＣを作成するにあたり、ファシリテー

タの存在が重要であり、集合形式と同様のサポ

ート体制を構築することが求められる。 

 

Ⅱ 目的 

集合形式での研修会開催が困難となったた

め、２０２０年度より参加者およびファシリテ

ータがともにオンライン形式でＢＳＣ作成に

取り組んだ。２０２０年度の運営について、フ

ァシリテータを対象としたアンケート調査を

実施し、問題点を抽出した。２０２１年度にお

いてもオンライン形式でのＢＳＣセミナーを

開催したが、２０２０年度に抽出された問題点

を踏まえ、運営面での改善を行った。今後の研

修に際して、さらなる改善を行うため、オンラ

イン形式によるＢＳＣ作成に関する評価を行

った。 

 

Ⅲ 研究方法 

ＢＳＣ作成に携わった当委員会委員１３名

を対象としたアンケート調査を実施した。設問

はすべて自由記載とした。得られた回答は、「事

前準備」、「セミナー運営」、「ＢＳＣ作成」、「成

果発表」、「ファシリテート」、「その他」の６群

に分類し、当委員会において改善点を検討した。

さらに、２０２０年度と２０２１年度の運営状

況を確認するため、「改善した方が良い点」に

ついて比較を行った。 

 

Ⅳ 結果 

２０２１年の調査では、２０２０年の調査と

比較して事前準備に関する意見が減少し、ＢＳ

Ｃ作成に関する意見が増加した。ＢＳＣ作成に

関しては、Ｍｉｒｏ®の活用方法について適切

なサポートにより円滑な進行が可能になった

との意見が多くみられた。また、改善した方が

良い点に関する意見の比較では、オンライン環

境の不測の事態への対応についての意見が多

くみられた。 

 

Ⅴ 考察 

ＢＳＣセミナーの参加者もオンラインでの
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研修スタイルに慣れてきているため、大きな問

題もなく研修会を開催できた。感染対策や在宅

勤務など社会情勢の中で、オンラインでのＢＳ

Ｃセミナーは今後も継続していく必要がある

と考える。また、Ｍｉｒｏ®を活用したＢＳＣ

作成にも慣れてきた様子が見られた。しかしな

がら、ＰＣの準備や通信環境などオンライン研

修に特有の問題点も新たに挙げられた。今後は

オンラインと対面形式のハイブリッドの研修

体制を検討することが求められる。 

 

Ⅵ 結論 

 オンライン形式でも対面形式と変わらずＢ

ＳＣを作成することができた。薬剤部門の運営

をサポートするため、当委員会によるＢＳＣの

普及を進めていきたい。 

 

参考文献 

小田切正美ら『病院薬剤部門における BSC 導

入とファシリテータのあり方に関する研

究』 

医療バランスト・スコアカード研究 14(1)，

pp139-146 
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調剤薬局が電子処方箋を受け入れる最適時点に関する 

BSC を用いた検討 

 

施設名／所属：株式会社ＳＴコーポレーション たかしん薬局 

発表者：岸野友紀 

 

Ⅰ はじめに 

 国は 2022 年 1 月から電子処方箋の運用開始

を目指していたが、電子処方箋の受け入れは一

定のコストがかかることに加え、当初の開始予

定がシステム構築の遅れで延期しており、シス

テム障害といったリスクも懸念される。一方、

受け入れが遅れると他の薬局に顧客を奪われ

かねず、調剤薬局は、医療のＤＸに伴い、今後

安定な経営にむけて、様々な選択を迫られるこ

とは確実である。 

 

Ⅱ 目的 

 調剤薬局における電子処方箋受け入れに関

する最適なタイミング（開始時点）等について

検討した報告はなく、これらの点を明らかにす

ることは調剤薬局にとって安定収益を確保す

る上で大変意義深いと思われる。本研究の目的

は、BSC を用いて、当薬局において電子処方箋

の受け入れに影響を及ぼす重要な要因につい

て検討し、電子処方箋を受け入れる最適時点を

明らかにすることである。 

 

Ⅲ 研究方法 

電子処方箋受け入れに影響を及ぼす要因と

して、コスト問題、受け入れ開始時期、近隣の

医療機関や調剤薬局の導入状況等が考えられ

ることから、BSC を用いて、各事項の数値化、

電子処方箋の受け入れが遅れた場合の逸失収

益について、国の公表資料¹⁾を用いて比較検討

し、受け入れる最適な時期を明らかにした。 

 

Ⅳ 結果 

受け入れの遅延は、顧客喪失による逸失収益

が大きい。また、目安であるが月平均枚数が

500 枚/月以上応需できれば、経営上問題なく

電子処方箋の受け入れられる可能性が高いこ

とが示唆された。 

 

Ⅴ 考察 

電子処方箋の受け入れ準備の遅れは、潜在顧

客の新規開拓の喪失、及び既存患者の減少につ

ながることが懸念される。健全な経営を行うた

めには、早めの受け入れ開始が重要であること

が強く示された。 

 

Ⅵ 結論 

今後、電子処方箋の運用は確実である以上、

立地状況や顧客特性も踏まえ、早急に電子処方

箋の受け入れを可能にしておくことが、今後の

医療の DX の変化に飲み込まれず、安定な収益

を得るために重要であることが明らかになっ

た。 

 

参考文献 
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１）厚生労働省.2021.令和 4 年度医薬関係概算

要求の概要. 

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22s

yokan/dl/gaiyo-04.pdf 2021.9.15. 
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BSC のコミュニケーションマネジメント機能：記号論の観点から 

所属：浙江大学管理学院 

発表者：根本 萌希 

Ⅰ はじめに 

 BSC はコミュニケーションマネジメントに

有用なツールである。BSC におけるコミュニ

ケーション研究は，戦略コミュニケーション，

コーポレートコミュニケーションなど多岐に

わたっている。しかし，実際に BSC を運営す

る過程でおこなわれるコミュニケーションの

把握は困難である。 

 

Ⅱ 目的 

本研究は，コミュニケーション構造の分析を

試みる Jakobson のコミュニケーションモデル

を基に，BSC が持つコミュニケーション機能

の一端を明らかにする。 

 

Ⅲ 研究方法 

Jakobson（1960）のコミュニケーションモデ

ルを管理会計に適用している先行研究（例：

Pärl，2012；Huang and Nemoto，2022）に基

づく文献研究をおこなう。 

 

Ⅳ 考察 

Jakobson のコミュニケーションモデルには

発信者，受信者，コンテクスト，接触，コード，

メッセージの６つの構成要素がある（図 1 参

照）。 

 

図 1 Jakobson のコミュニケーションモデル 

発信者 

コンテクスト 

受信者 

メッセージ 

―――――――― 

接触 

コード 

出典：Jakobson，1960，p.3 より一部変更 

 Quesado et al.（2018）は BSC が他部門との

円滑なコミュニケーションを可能にすると主

張している。この主張に拠るならば，BSC はコ

ンテクストを共有するコミュニケーション機

能を持つ可能性がある。 

コンテクストとは，メッセージが効果を発す

るために必要な機能であり，受信者が理解でき

るような言語または言語化可能なものが該当

する（Jakobson，1960）。具体例として各職能

が持つ特性や組織文化などがあげられる。 

  

Ⅴ 結論 

Jakobson のコミュニケーションが持つ 6 つ

の構成要素のうち，BSC は主としてコンテク

ストを共有するための機能を有する可能性が

ある。すなわち，BSC の作成者と利用者，マネ

ジメント層とスタッフなどの間で生じるミス

コミュニケーションを軽減する可能性がある。 

 

主要参考文献 

Huang, Y. S. and Nemoto, M. (2022) Communication tool in management 

accounting: adapting Jakobson’s (1960) communication model, 

Humanities and Social Sciences Communications, 9(316), pp.1-9.  

Jakobson, R. (1960) Linguistics and poetics, 

https://pure.mpg.de/rest/items/item_2350615/component/file_2350614/

content.［2022 年 10 月 13 日閲覧］ 

Pärl, Ü. (2012) Understanding the role of communication in the management 

accounting and control process. Tampere University Press, Finland 

Quesado, P. R., Guzmán, B. A. and Rodrigues, L. L. (2018) Advantages and 

contributions in the balanced scorecard implementation, Intangible 

Capital, 14(1), pp.186-201.  
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自律的・統制的動機づけに対する目標設定要因の影響 

施設名／所属：大東文化大学／経営学部経営学科 

発表者：渡邊直人 

共同研究者：荻原啓佑（早稲田大学／商学学術院） 

Ⅰ はじめに 

 わが国医療組織では，BSC が普及すること

で，財務目標と非財務目標の両方が，医療従事

者に課されるようになってきた。複数目標を設

定することで，個人の機会主義的な行動などを

抑制することが期待される。既存研究のなかで

は，目標達成への動機づけが複数目標の達成に

影響を及ぼすことが明らかにされている。しか

し，目標達成への動機づけに影響を及ぼす要因

の検討は進んでいない。 

 

Ⅱ 目的 

本研究は，目標達成への動機づけに影響を及

ぼしうる要因として目標設定要因に焦点を当

て，両者の関係性を探索的に検討する。動機づ

けは，心理学における自己決定理論を援用し，

自律的動機づけと統制的動機づけの両面から

検討する。また，目標設定要因においては目標

設定質問票を援用する（Kwan et al., 2013）。 

 

Ⅲ 研究方法 

本研究は，複数目標を課されている医療従事

者（医師および看護師を対象）のデータを収集

するために，ウェブ調査を実施した。最終的な

調査概要は，配布数 832 件のうち，有効回答数

は 620 件（有効回答率 74.52%）であった。こ

のうち，複数目標が回答者個人に課されている

と回答し，その他の項目に欠損値のない 403 件

を分析対象とした。本分析では，まず目標設定

要因に対して探索的因子分析を行った。その後，

自律的・統制的動機づけを従属変数，目標設定

要因を独立変数とした重回帰分析を行った。 

 

Ⅳ 結果 

  探索的因子分析の結果，目標設定要因は 5 つ

の要因から構成された。重回帰分析の結果，自

律的動機づけに対しては，物的報酬，目標の具

体性，および目標の困難度が正の影響を及ぼし

ていた。統制的動機づけは，信頼性の問題から

外的動機づけと取り入れ的動機づけにわけて

分析を行った。外的動機づけに対しては，物的

報酬が負の影響を，目標の逆機能および目標の

困難度が正の影響を及ぼしていた。取り入れ的

動機づけに対しては，目標の逆機能のみが正の

影響を及ぼしていた。 

 

Ⅴ 考察と結論 

 自律的動機づけを高めるためには，具体的で

困難な目標を課し，目標と物的報酬を結びつけ

ることが有効である。他方，外的動機づけおよ

び取り入れ的動機づけを低下させるためには，

目標と物的報酬とを結びつけ，目標の逆機能を

発生させない目標設定環境づくりが有効であ

るといえる。 

 

参考文献 

Kwan, H. K., Lee, C., Wright, P. L., & Hui, C. 

(2013) Re-examining the Goal-Setting 

Questionnaire. In Locke, E. A., & Latham, 

G. P. (Eds.), New Developments in Goal 

Setting and Task Performance. (pp. 583–

600). New York, NY: Routledge. 


