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世界中のあらゆる医療機関が、コストの上昇や質のばらつきといった課題を抱えています。診断や治療計画はどれ
も典型的な患者を基準にして進められており、また、ケア提供にばらつきがあったり、質より量に着目されたりしがち
です。ペイシェント・エクスペリエンスに主眼を置いた取り組みは始まったばかりです。さらに、今の医療はまだ「データ
の秘める可能性」を生かし切れていません。このような現状を変えるには、一体どうすればいいのでしょうか。

お客様の抱える課題に向き合い、より良いアウトカムを目指すパートナーとして、私たちは世界中のソートリーダー
や制度改革に関わる人 と々対話を重ねてきました。そして、そこから得た、未来を見据えたアイデアや革新的なソリュー
ションなどの多彩な情報を、様々なチャネルを通じてお届けします。ヘルスケア業界のリーダーらが国や地域を超
えてつながり交流を深めるためのサミットやシンポジウムなど、対面形式のプラットフォームも整えています。

『シリーズ：Insights』では、課題にどう取り組み解決するかという点において、世界のプロフェッショナルから、また
最新事例から、次のアクションにつながる具体的かつ実用的な洞察やアイデアをお届けします。

Siemens Healthineers『シリーズ ： Insights』について



ホワイトペーパー

病院経営者が
今すぐ始めるべき
5段階のアプローチ

病院コストの25%はばらつき
による無駄が原因であり、中
には65%まで達するという見
方もある

エグゼクティブサマリー
医療サービスにおける様々な「ばらつき」を減らす
ことが、本当に意義があることだと示せるのは、まさ
しく病院経営者である。言うまでもなく、病院は地域
社会にとって欠かせない存在となっており、そのため
に病院経営者は医療サービスの質向上と同時に、
無駄を省く努力を続けることが肝心である。

それらを実現するために、病院経営者は「ばらつき」の解決
に取り組む必要がある。この問題に取り組んで大きな成果を
あげたという前例はまだない。というのも、これまで経営陣
の強力なリーダーシップのもと、この問題にアプローチした
例がなかったためである。
今こそ、こうした状況を変えるべき時である。世界中の病院
経営層はかつてないほど大きな財務的プレッシャーにさらさ
れ、数多くの課題に直面している。それら課題の例としては
・価値に基づくケア（Value-based care）への移行
・過去10年で最低だった前回の不況をさらに下回るレベル
の利益率（2018年4月ムーディーズ）
・診療報酬の引き下げによる収益成長の鈍化
などがある。

病院経営層が率先してばらつきの問題に取り組むことは、大
幅に、かつ継続的にコストを削減しながら、同時にアウトカ
ムをも改善させる絶好の機会である。
本稿は、ばらつきを減らすためのサステナブル（持続可能）な
改革方法を包括的に理解したいと望む病院経営層に向けて、
以下の内容を紹介する。
・経営トップの役割
・アクションを起こす機会の特定
・実施計画の策定
・結果の測定

ここで大切なのは、ばらつきを減らすことが、より正確な病院
オペレーションにつながるということである。臨床アウトカム
と財務面における堅実性、予測可能性、一貫性を高められる
ようにするには、オペレーションの正確さを確保することが
不可欠である。サステナブルで体系立った改革　―　すな
わち、アウトカムに明らかな改善をもたらし、病院の大幅な
収益増に貢献する可能性があるもの　―　を実現するには、
経営陣が指揮をとり、病院全体の問題としてばらつきの解消
に取り組む必要がある。

ここでは、膨大なポテンシャルが花開く可能性のある「ばら
つきを減らす」ということについて、具体的なロードマップを
示していく。プレシジョン・メディシンの浸透もあり、今あるツー
ルとプロセスを活用すれば、効果的かつ配慮の行き届いた
形でこの問題に対処できるだろう。
ここで、方向性は2つある。

行動を起こす： 大幅にコスト削減が見込めるのと同時に、アウト
カムの改善と患者満足度の向上が期待できる

自己満足で終わる：率先して改革を進める競合に出遅れ、利益
成長の機会を失うばかりか、財務データの予測可能性を欠き、
コストの無駄が増大する
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課題

「標準的ケアを採用し、継続的にばらつきの解消
に取り組むことで、臨床アウトカムとポピュレー
ションヘルスの着実な改善が見られました。
しかも、国内最低水準の医療費でそれを実現
したのです。」
Charles Sorenson
Emeritus  Intermountain Healthcare
最高経営責任者、医学博士

ばらつきの原因は組織のあらゆるところに見られる
ため、医療施設全体に蔓延している。

病院や医療ネットワークでの無駄を削減する努力は今に始まっ
たことではない。経験豊富な病院経営者らは、人件費や消耗
品費にある不要コストの削減を進め、成果を収めている。
このような取り組みにおいて、初期段階には大幅なコスト削
減が実現できても、時間の経過とともにリターンが減少して
いくということがよく見られる。
では、次に何をすべきだろうか。ばらつきの概念については
長年議論されているが、無駄を削減することで再投資の資金
を創出しつつ、アウトカムをも改善できる絶好の機会である
という点は変わっていない。まずは目立たない箇所で無駄を
削減する取り組みを始め、効果を上げている病院を多く目に
するが、それによって他の臨床分野にも削減の取り組みを広
めていけるような、影響力を持つ成功例は少ない。一方で、
ケアのばらつきを解消すれば、多くの病院に大幅なコスト削
減の機会がもたらされるという見方もある。我々はばらつき
の主な原因を4点に絞り込んだ。これら4点に対処することは、
大幅なコスト削減、及び医療サービスの提供方法を改善する
基礎となるだろう。

医師のプロ意識　
医師のほとんどは、専門教育と長年の経験が裏付ける主観的
かつ無意識の評価に基づいて、患者ごとに独自の診断と治
療を提供する専門家であると自らを捉えている。多くの場合、
医師はまず標準的なアプローチで臨床上の問題に対処し、
患者個々の臨床ニーズに応じて調整を加えることが多い。し
かし、医師は他の医師らと診療の環境を共有することはあっ
ても、調整を加えた「標準的な」アプローチについて互いに
情報共有することは少ない。

実際、このようなばらつきは高いエラー率を生むばかりか、
経験を共有することで学ぶという機会までも奪っている。自
らの経験から学ぶよりもすぐれた方法があるということを証
明するデータがない限り、医師が診療のやり方を変えること
はないだろう。
その典型的な例として、大規模な大学病院の内科のケースを
取り上げる。このような大規模病院では、担当医がしばしば
変更される。担当医が変わるたび、「最良の医療」とは何かと
いう概念も変わる。最初の担当医にとって理想的な治療薬で
あった抗生物質が、次の担当医にとっては理想的でなくなっ
たりする。そして、新しい担当医の治療方針に従うために、検
査をやり直すことすらある。大学病院以外の医師を対象にし
た調査でも同様に、このような大きなばらつきが認められた。
このばらつきは非常に大きいため、たとえ患者が十分なケア
を受けられるとしても、それが良質なケアであるかどうかは
疑わしい。

医学の複雑さ
膨大な研究と発見により、医学に関する新しい知識は膨れ上
がっており、それをきちんと吸収したうえで必要な時に思い
出すという、人間の能力の限界を超えてしまう可能性がある
ことも指摘しておく。一日平均でランダム化比較試験が75件、
系統的レビューが11件行われており、医療業界と臨床医は新
しい情報に圧倒されている。ある研究結果では、 臨床上の意
思決定を行う際に専門医が対処できる要素の数は、最大で5

から9と言われている。そうはいっても、ほとんどの診療領域
で医師が診断と治療を行う際、9つ以上の要素に対処しなけ
ればならないというのが現状である。

診断のばらつき
診断のばらつきの主な要因としては、患者個別の特性にテク
ノロジーがうまく対応できていないこと、機器のオペレーター
のバイアス、診断時にアクセスできる患者データに限りがあ
ること、という3点が挙げられる。

4 翻訳版　Siemens Healthcare K.K., 2019



医師のプロ意識
• 医師の経験
• 標準化/標準プロトコルの欠如
• 医師の主観

診断のばらつき
• テクノロジーが患者に対応できていない
• オペレーター/ユーザーのバイアス
• 患者の診断データへのアクセスが限られている

医学の複雑さ
• 新しい知識の氾濫
• 人間の能力の限界
• 高品質なエビデンスの欠如

透明性の低下
• クリニカル・パスの情報欠如や臨床医間の
情報交換に限りがある

• 現場のデジタル化対応の遅れ
• 情報へのアクセスが制限されている

診断のばらつきは重大な問題である。患者の状態を見誤るこ
とは非常に高いリスクを生む。その後の意思決定がすべて不
適切なものになったり、患者の病状そのものに悪影響をおよ
ぼす可能性もある。たとえば、診断のばらつきが生じるのは、
画像診断機器や検査機器が患者の体重や心拍、動作を正確
に反映していない場合や、マニュアル操作のエラーで臓器や
病変の測定が不正確な場合、また、異なる機器で測定した
データの統合とモニタリングが不完全で患者のデータにアク
セスできない場合などが考えられる。

透明性の低下
臨床における透明性とは、適切な情報が適切なタイミングで
得られ、その情報を十分検討したうえで診断を下し、治療方
法の決定が行われることである。透明性を効果的に確保する
うえで特に重視すべき点は、臨床医どうしのやり取りである。
ここで鍵となるのは、特定の手法が臨床上の意思決定をどの
ように直接サポートするのか、という問いである。これには、
具体的なケアのプロセスに沿った統合データが必要になっ
てくる。これは、見落としを防ぐ目的で義務付けられ、外部機
関によって行われることが多い臨床品質測定（Clinical Quality 

Measures: CQMs）とは全くと言っていいほど対照的である。
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現在のところ、この問題について手に入る文献のほとんどは
臨床医向けのものである。臨床医の役割が重要なことは明
らかであるが、だからと言って医療機関の経営者が果たすべ
き重要な役割が減るわけではない。ばらつきをサステナブ
ルに軽減していくには、組織的な改革が大前提であり、経営
者の積極的な関与と支援が不可欠である。万能薬のようなソ
リューションがあるわけでも、100%達成が見込める目標であ
るわけでもないが、一定の手順を踏めば実現可能であり、よっ
て医療機関が得るプラスの影響は大きい。
我々が提案するカスタマイズ可能な5段階のアプローチは、
病院経営者が自ら率先して行うことで、組織にサステナブル
な変化をもたらすことができるだろう。

アウトカムの改善と
25%のコスト削減

1 2 3 4 5

問題意識の
醸成

最も影響が大きい
領域の特定

パフォーマンスを
変える仕組み作り

透明性の向上 指示ではなく、
リードする

コストの25%は
ばらつきによる
無駄である

病院経営者がばらつきを解決する
ための5段階のアプローチ

解決方法
ばらつきを軽減するという高いバリューを達成する
うえで、病院経営者にしかない特別な役割がある。
それを、5段階アプローチとして推奨する。
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 理解し、問題意識を
 醸成する

病院経営陣こそ、ばらつきの概念とそれが施設全般に及ぼす
影響を十分に理解しておく必要がある。というのも、ばらつ
きがあるということ自体、放射線科やカテーテル検査室といっ
た個別の診療科やエリアだけではなく、部門を超えて病院全
体に影響を及ぼすからである。ばらつきが病院全体にどのよ
うな影響を及ぼすのかを具体的に理解したうえで、病院経営
者や幹部層は、この問題に率先して取り組み、経営陣と医師、
看護師、スタッフらと連携してサステナブルな改革を実行し
ていかなければならない。

ポイント
次に、臨床の品質向上を目指した研修やトレーニングの検討
を始めるとよい。臨床部門と事務部門から主要なリーダーを
参加させ、研修の一環として効果的な臨床プロジェクトを提案
させる。これは、知識と機能の両面からばらつきを深く理解
し、実践できるソリューションを考えるための初歩的な方法
である。
このプロジェクトを通じて、参加者はばらつきを「現実問題」
として捉えるようになる。プロジェクトの実際の選定は組織の
戦略的なニーズに基づいて行うとよい。

 最もインパクトの大きいエリアを
 特定する

改革の推進力を高めるには、時として目に見えるインパクト
を伴う短期的な成果が必要になる。最初は取り組みの成果
を確認しやすい分野を1つ（多くても2つ）に絞り、のちの大き
な取り組みに必要なノウハウやスキルを得る。

1

2

ポイント
対処すべきエリアを特定する方法として、キープロセス分析
とギャップ分析が挙げられる。 組織とは、相互に影響しあう
さまざまなプロセスの集合体である。しかし、組織を構成す
る個々のプロセスのインパクトや価値、重みは異なる。そこで、
病院がプロセスの集合体であることをしっかりと理解したう
えで、ばらつきを削減するために見直すべきプロセスを、優
先順位とともに決定するとよい。この「キープロセス分析」は、
組織にとって最も重要かつ影響が大きいプロセスを特定す
る分析手法で、それに基づいてプロセス設計、管理、改善に
必要な優先順位リストの作成ができる。

• 患者視点で見た場合、キープロセスとは、心臓発作の治療、
人工股関節手術、陣痛と出産など、健康上の問題や健康状
態に関連している

• 特定の健康状態に関連しない臨床プロセスとしては、薬局、
臨床検査、介護サービスにおけるプロセスなどが挙げられる。
これらのサービスは、病院の診療科や部門に概ね対応して
いる

• 数々の医療サービス実務の中で、事務プロセスも必須のサー
ビスである

品質改善のプロジェクトに慣れていない組織では、代替案が
功を奏することがある。これは、特定の臨床サービスに精通
した優秀な臨床医にプロジェクトに参画してもらう、というも
のだ。
参画する臨床医は、自らの経験に基づいてケアのギャップ、
つまり臨床パフォーマンスの現状と可能性との間にある差異
を明らかにできる。経営陣はそのギャップを評価し、それに
基づいて優先順位の高いエリアを絞り込むことができる。また、
この方法は、優秀な臨床医が中心になって自組織の改革を
リードするという意味で、副次的な効果を生み出すことがある。

「私たちは、最適な臨床アウトカムとコストと
の間には、切り離せない相関性があることを
実証しました。しかも、米国人のほとんどが
予想もしない方法で。」

Charles Sorenson
Emeritus  Intermountain Healthcare
最高経営責任者、医学博士
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 パフォーマンスを変える仕組みを作り、
 その影響を評価・共有する

ばらつきを軽減する具体的なプロセスが特定できたら、経営
陣はプロジェクトの実務リーダーに、他の病院で同様の事例
がないかどうかを調べるよう促すとよい。ここでは、ケースス
タディによる特定や文献の調査、リーダーの人脈などを通じて、
改善が必要とされるエリアを評価する。同僚や知り合いに聞
いて、他の病院では何が有効で何が有効でなかったかを調
査するとよい。失敗から学べることは非常に多いからである。
できれば、前述したばらつきの原因（4～5ページ参照）をプロ
グラムごとに調査することが望ましい。それぞれの原因の
重要度は組織によって異なるが、ばらつきの本質的な原因を
分析するためにはどんな仕組みが必要かが明らかになってく
るだろう。ここで、病院経営者が適切に対処していないことと
して、次のような問題がある。組織はどうやってプロジェクト
の成果を利益につなげるのか、というものである。

そのため、病院経営者は、プロジェクト単位の報告だけでなく、
院内全般を網羅する管理システムを開発する必要がある。初
期段階で特定したものが病院にプラスになることや、コスト
削減がどう最終収益にプラスの影響を与えるかなどと結び付
けて考えられるようになることが重要である。これは、ばらつ
きを減らす取り組みを実施する前に行う必要がある。病院経
営者は、財務担当や戦略担当らのサポートを得てこれを実行
できる有利な立場にある。この段階は、臨床のエキスパート
ではなく、財務のエキスパートが直接管理しなければならない。

ポイント
率先して情報収集を行うこと。このトピックに関連したケース
スタディは数多く存在するため、ゼロから着手する必要がな
いことも多い。

 透明性を高める
 

正しい情報が病院全体に伝わるよう、透明性を高めなくては
ならない。これは、患者の治療について決定する際、内容の
大小にかかわらず、正しい情報が意思決定者全員に提供さ
れるべきだということを意味する。
情報の不備はケアの処方に影響を及ぼし、患者の健康を増
進するはずが、逆に健康を損なってしまう恐れすらある。

ポイント
テクノロジーの活用とモニタリングにより、ばらつきを回避す
ることができる。これには適切な ITプラットフォームが必要
である。

3 4

 リーダーシップとビジョンを通じて
 取り組みを広げる

院内の構造変革を管理し、推し進めていくには、組織の最高
幹部がリーダーシップとビジョンを示すことが必要である。さ
らに、このような変革を起こすには、指示や命令ではなく、イ
ンスピレーションとモチベーションが必要になる。院内のさ
まざまなインフルエンサーを早めに確保しておくことも重要
だろう。しかし、病院経営者の情熱とサポートがなければ、ば
らつきを減らすことによるポテンシャルを開花させることは、
絶対にできないであろう。

5
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ばらつきの原因に
向き合う

関連情報
siemens-healthineers.com/ 
news/expanding-precision-medicine 
 
 
 
 
 
 
 

• Harvard Business Review: “Expanding Precision  
Medicine – The Path to Higher-Value Care”

• The Economist: “Reducing Unwarranted Variation: 
Increasing the Value of Care”

• The Economist: “Standardisation in healthcare – 
What is the impact of standardisation on hospital 
efficiency, cost-savings and patient outcomes?”

結論
病院経営者の役割は重要かつ不可欠である。とり
わけ経営者向けに作成されたこのガイドは、ばらつき
を軽減するために経営陣の取るべきアクションを示
している。そして、世界中の病院と医療ネットワーク
に、コスト削減と同時にアウトカム改善がもたらす
新たな可能性を示唆している。

他業種、特に株式会社の場合、古くから無駄の削減とプロセ
スの改善にインセンティブが与えられてきた。節約分はその
企業で再投資されたり、株主に還元されたりする。優良企業
はデータと定めたプロセスを利用し、業務パフォーマンスの
評価や改善を行い、ヒューマンエラーの防止と業績予測の精
度向上に取り組んでいる。
緻密なデータ分析に基づくこのような経営への断固たる取り
組みは、病院や医療ネットワークにも広く応用されなければ
ならない。
それを実現しない限り、コスト曲線が急なカーブを描くよう
になるばかりか、その病院が持っている潜在能力をフルに発
揮することはできないだろう。
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世界の名だたるソートリーダーらと協力し、エグゼクティブを対象とした

ハイ・バリューケアを提供するためユニークな情報を発信しつづけてい

る。医療におけるさまざまな分野（製薬、医療機器、診療、リーダーシップ

やコンサルタント業、スタートアップなど）の知見とノウハウを持つ。世界

中で数多くのパートナーシップとチームのプロジェクトをリードし成功を

収め、多くの医療機関と30以上の複合プログラムに携わった経験を持

つ。ピアレビュー論文や出版物を数多く執筆したほか、欧米で多数の特許

出願があり、世界各地のイベントや会議での講演回数は500件を超える。

共和国大学（Republic University in Montevideo、ウルグアイ）で医学博士

号、スペイン・バルセロナのポンペウ・ファブラ大学で国際ビジネスの修

士号を取得しているほか、ウォートン・スクールとニューヨーク大学、ハー

バード・ビジネス・スクールで大学院研究を行った。

Brent James（ブレント・ジェームズ）：
医学博士、公衆衛生学修士

患者ケアの質を向上しながらコストを削減するという取り組み
において、世界的に著名な人物である。全米医学アカデミー
（National Academy of Medicine）の会員で、スタンフォード
大学医学部、ユタ大学エクルズビジネススクール、ハーバード 

T.H. チャン・スクール・オブ・パブリック・ヘルス、ユタ医科大学
で教鞭をとる。Intermountain Healthcareのアウトカム向上
についての上級トレーニングプログラム（the ATP）では、世界
中から集まった医師や看護・管理部門のエグゼクティブ5,000

人以上を対象に、アウトカムの改善を通じて医療提供のコスト
を削減する方法についてトレーニングを行う。また、世界
10ヵ国で50以上の関連トレーニングプログラムを開発・運営
している。

ヘルスケア・マーケティング分野のリーダーとしての10年以上の経験を

活かし、臨床およびイノベーションのマーケティングに関する効果的なチ

ームづくりで優れた実績を上げている。また、中国で4年の勤務経験があ

り、中国と韓国における共同研究の取り組みを強化している。ドイツのカ

ールスルーエ工科大学（Karlsruhe Institute  of Technology）で電気工学・

情報技術の学位を取得し、中国の南京師範大学（Nanjing Normal Univer-

sity）への留学経験もある。医用画像技術を専門とし、同分野で数多くの出

版物を執筆するほか、複数の特許を持つ。

Luis Lasalvia（ルイス・ラサルビア）：
医学博士、MIB
Siemens Healthineers
Vice President,
Global Medical Officer

Reto Merges（レト・マージェス）
Siemens HealthineersGlobal Head of Expanding 
Precision Medicine

シリーズ: Insights　vol.1
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Siemens Healthineersは、「プレシジョン・メディシンの拡充」、
「医療サービス提供の変革」、「ペイシェント・エクスペリエンス
の向上」、「医療デジタル化の推進」を通して、世界中の医療
従事者がさらなるバリューの向上ができるようサポートして
います。また、Siemens Healthineersは医用技術におけるリー
ダーとして、診断・治療を目的とした医用画像技術から診断薬、
遺伝子検査分野に至るまでの事業領域で、製品やサービス
を継続的かつ革新的に発展させています。さらに、医療の最
前線にいる方々の声をもとに、デジタルヘルスサービスや
病院経営に関するソリューションも積極的に拡充しています。

私たちは医用技術に関して120年以上にわたる歴史を持ち、
世界中で1万8,000件を超える特許を取得しています。
70か国4万8,000人以上の社員とともに、イノベーションを
リードし、ヘルスケアの未来を形づくるために取り組んで
います。
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