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戦後復興事業として国内に 3 本整備された
「100m 道路」の1本。名古屋市中心部の栄
を南北に貫き延長 1,738m、平均幅員112m
を誇る。同市を東西に貫くもう1 本の100m
道路「若宮大通」とともに街のシンボルである
と同時に、沿線には名古屋テレビ塔、中日劇
場、百貨店など経済・社会・文化活動の中枢
施設が集まる。学会参加の折には、戦後日
本の再生・発展を支えた圧巻の100m 道路
のグリーンベルト帯（久屋大通公園）を、ぜ
ひ散策していただきたい。3 本目の100m道
路の情報は広島支部の方にお尋ねを。
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満足度調査の標準化と
職員満足度優良病院の事例研究
加藤　良平 （株）ケアレビュー 代表取締役

　公益財団法人日本医療機能評価機構（以下、

評価機構）が、2018 年度よりスタートさせた「患

者満足度・職員やりがい度活用支援」というベ

ンチマーク事業をご存知だろうか。このプログ

ラムは、評価機構が創立 20 周年を機にとりま

とめた「次世代医療機能評価のビジョン」にお

いて、5年ごとの病院機能評価以外に取り組む

べき重点テーマとして示された「組織への支援」

の具体的なアクションプランとして採用され、

2年間の試行期間を経て正式に事業化されたも

のである。

　当社はこの事業に企画段階より関与し、当社

が開発したクラウド型システムを利用して評価

機構がベンチマーク事業を実施しているという

関係にある。契約上すべての情報を当社が開示

できる立場にはないが、許容される範囲で事業

概要とベンチマークデータの一部を紹介すると

ともに、参加病院からの関心を集める職員満足

度が高い病院の事例から学ぶべきことをお伝え

したい。

評価機構による
ベンチマーク事業の意義

　QI（クオリティ・インディケーター）指標と

しての患者満足度や職員満足度の有用性は、医

業経営コンサルタント諸氏には釈迦に説法であ

ろうが、日本では満足度を含めたQI 指標の標

準化が遅れている。

　その点において、公益団体である評価機構が

標準化ルールを定め、多数の病院が参加した満

足度調査結果のレファレンス（ベンチマーク

データ）は非常に価値が高く、日本におけるデ

ファクトスタンダードに育つことが期待される

事業である（ちなみに評価機構は、厚生労働省

が今年度から開始した「医療の質向上のための

体制整備事業」の実施団体となり、様々なQI

指標の標準化に向けた中核的組織になることが

想定される）。

　このプログラムには、これまでの 3年間で延

べ 200 病院以上（大半が病院機能評価認定病院）

が参加しているが、客観的な指標によって医療

の質を評価できることはもちろんのこと、シス

テム活用によって病院職員への負担が減り、参

加料金も低額（認定病院：年間 8万円、未認定

病院：年間 12 万円）であるため、参加病院の

満足度（継続参加率）は非常に高い。参加病院

と情報を共有すれば医業経営コンサルタントに

とってもメリットが大きいと思われる注。

実際の調査方法

　参加病院が利用する「満足度調査支援システ

ム」は、主な機能として①満足度調査の実施、

②調査結果の分析、③ベンチマークデータの共

有を行うことができる（図表 1）。

①満足度調査の実施機能
　入院患者、外来患者、職員を対象とした 3種

類の調査を設定でき、パソコンやスマートフォ

ンから回答を求めれば完全にペーパーレスで調

査が完結する。調査用紙を併用して職員が代行
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注：参加方法等は、日本医療機能評価機構のホームページ「患者満足度・職員やりがい度活用支援」を参照。
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　なお、評価機構は病院に特化したベンチマー

ク事業を実施しているが、このシステムを利用

すれば診療所、薬局、介護事業所などを対象と

したベンチマークや、グループ本部におけるベ

ンチマークも容易に実施できるので、ご活用い

ただければ幸いである。

ベンチマーク結果の全体傾向

　ベンチマークデータは参加病院だけが共有で

きる特典なので、本稿では具体的な数値は示さ

ず、全体傾向から示唆されるトピックスをいく

つか紹介する。

　評価機構の調査では、患者への「〇〇病院を

親しい方にもすすめようと思いますか？」とい

う質問や、職員への「〇〇病院を職場としてす

すめようと思いますか？」という質問によって、

「知人への推奨度」を 5 段階で評価し、好意的

な回答割合（または平均得点）の病院別集計値

を総合評価と定義している。

　次頁図表 2は入院患者満足度、外来患者満足

度、職員満足度それぞれの総合評価の分布であ

る。まだ200病院弱のベンチマークデータだが、

概ね正規分布しており、参加病院は自院の位置

を客観的に把握することができる。参加病院が

増加していけばさらに客観性が高まるだろう。

　なお、入院患者の満足度が特に低いエリアには

精神科病院の小集団があることも判明した。病院

機能や回答者の状態によって調査結果にバイアス

入力することも可能だが、OCR処理機能（有料

オプション）を使えばデータ入力も不要である。

　職員満足度調査は統一された設問構成だが、

患者満足度調査は設問のカスタマイズが可能。

ただし、ベンチマークデータが提供されるのは

評価機構の推奨設問に限定される。院内組織名

や回答者属性、自由記述設問等のカスタマイズ

も可能である。

②調査結果の分析機能
　設問別の回答割合・平均得点・重要度判定、

時系列比較、セグメント別比較などを、ブラウ

ザ上の簡単な操作でチャート表示できる。また、

回答データの検索機能を使って要因探索にも活

用できる。

　回答データをリアルタイムで分析できるた

め、従来の調査手法に比べて迅速に経営や現場

へのフィードバックを行い、改善活動の PDCA

サイクルを素早く回すことができる。

③ベンチマークデータの共有機能
　現在は、評価機構が年2回のベンチマーク期間

（7 月と 11月）を定め、期間中の回答データを対

象とするベンチマークレポートを作成している。

　ベンチマークレポートはブラウザ上で共有さ

れ、病院名は匿名化されているが各病院の集計

値を参照することができる。また、比較対象病

院（病院規模・機能）や回答者属性等の絞り込

み条件を変えてベンチマークデータを再集計で

きるので、参加病院は自院の強みや弱みを詳し

く分析することができる。

●図表１　満足度調査支援システムの概要

＜満足度調査の実施＞ ＜調査結果の集計＞ ＜ベンチマークデータの共有＞
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がかかるため、ベンチマークを行う際には病院

機能等で分類することが必要だと理解できる。

　次に、各満足度の関係性を見てみよう。図表

3は参加病院の入院患者満足度と外来患者満足

度、図表 4は入院患者満足度と職員満足度をプ

ロットしたものである（前述の理由により、こ

れらの図から精神科病院は除外した）。

　2つのプロット図を見比べると、入院患者と

外来患者の満足度には比較的強い相関関係があ

る一方で、入院患者満足度と職員満足度との関

係性は弱いことがわかる。教科書的には、患者

満足度を高めるには職員満足度を高める必要が

あると言われているが、私たちはこの結果をど

のように解釈すればよいのだろうか？

　詳しくは今後の研究が待たれるが、上記は現

患者満足度と職員満足度の関係性が弱い理由
（仮説）

1. 患者は医療知識が乏しいため、患者満足度は表
面的な治療効果と、自分が関わった医療者との
信頼関係によって判断される。

2. 医療者はプロとしての職業意識や倫理観が強い
ため、職場への不満があっても患者への対応に
差をつけたり、手を抜いたりしない。

3. 病院に働く組織としての問題や欠陥があっても、
医療者個人の本能的ながんばりが患者に伝わる
ため、結果的に患者満足度は差がつかない。

●図表 2　総合評価の分布

出所：2018 年度 日本医療機能評価機構 ベンチマークレポートより当社作成

入院患者満足度 外来患者満足度 職員満足度

精神科病院の小集団

注：2 調査をいずれも実施した病院のみをプロット。精神科病院は除外。

出所：2018 年度 日本医療機能評価機構 ベンチマークレポートより
当社作成

●図表 3　入院患者満足度×外来患者満足度（総合評価）

入院患者満足度

外
来
患
者
満
足
度

 R=0.652

●図表 4　入院患者満足度×職員満足度（総合評価）

入院患者満足度

職
員
満
足
度

 R=0.199

研究対象の病院
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である（囲み参照）。

　改善活動と成果を木の幹と枝葉にたとえるな

ら、それを育む根や土壌にこそ秘密がありそう

だ。他の病院でも一朝一夕に真似できるような

研究事例とはいえないかもしれないが、これか

らのコンサルティング活動において「尊重の風

土」の醸成を意識していただければ幸いである。

時点で私が立てた仮説である。ベンチマーク事

業が広まる過程で、このような議論が活性化す

ることも期待したい。

職員満足度優良病院の事例研究

　病院経営におけるベンチマークの本来の目的

は、優良な組織の手法を取り入れて他組織の状

況を改善することである。そこで当社では図表

4の最上部に位置する病院（大分県内のリハビ

リテーション病院）に注目し、病院業界に広く

応用可能な手法や施策の発掘を目的とする事例

研究を実施した。

　研究にあたっては、ビジネスエシックス（企

業倫理）の専門家である立命館アジア太平洋大

学の篠原欣貴准教授の支援を得て、この病院の

経営幹部および多職種の職員約 30 人に個別イ

ンタビューを行う方法により、職員満足度が非

常に高い要因の考察を行った。

　この病院の幹部に話を聞くと、今回のベンチ

マーク事業に参加するまでは、他病院に比べて

職員満足度が高い自覚がなかったという。ただ

し、2009 年度から独自で職員満足度調査を実施

し、指摘された課題への改善策を翌年の事業計

画に反映させ、職員へのフィードバックも着実

に実行してきたそうだ。

　これまでの具体的な改善活動としては、タイ

ムマネジメントの導入、新しい目標面接シート

の導入、研修会の開催、人事異動希望調査の定

着化、メンタルヘルス相談窓口の開設、ジョブ・

ローテーションの定着化、管理職マネジメント

研修の導入、臨床心理士の配置、という具合に

枚挙にいとまがない。地道な改善活動に取り組

んできた結果として、ここ何年も自発的な離職

者がほとんどない境地に至っていることが確認

できた。

　しかし、地道な改善活動だけでここまで職員

満足度を高められるものだろうか。私の疑念に

対して、多くの職員のインタビューを通して篠

原准教授が見いだしたキーワードは、この病院

が長い時間をかけて育んできた「尊重の風土」

かとう　りょうへい：一橋大学経済学部卒業。都市銀行、IT
ベンチャー、上場企業、大手医療法人の経営企画責任者を
経て、2004 年に株式会社ケアレビューを創業。一橋大学・
東京医科歯科大学非常勤講師（医療産業論）。「病院情報局」
や「日本医師会 JMAP」などの情報サイト運営も手がけて
いる。

PROFILE

　職員満足度に関する既存研究では、職員同士の人
間関係、仕事のやりがいと支援、心理的負荷の緩和、
の三つの要因が指摘されることが多い。しかし、その
三つの要因だけではこの病院の職員満足度の高さ
を説明するには不十分である。むしろ、「尊重の風土」
が組織に醸成されることによって、人間関係、仕事の
やりがいや支援、そして心理的負担の緩和と相乗効
果が生まれ、働きやすい環境が整っていたと言える。

（中略）人間関係においては、医療の職場においては
上下関係を意識しつつもチームとして各専門職が自
らの意見を明確に述べる必要がある。「尊重の風土」
は、お互いの意見を真摯に受け止める土壌を作り、
意見の対立が生じてもそれが感情的なものではな
く、職務の責任上生じていることをお互いに理解す
る手助けをしてくれると言える。また、仕事のやりが
いや支援への「尊重の風土」の効果としては、職員全
員が気持ちよく職務を全うできる土台を作るととも
に、自らの能力を伸ばしたい人にそれを実現させる
環境を心理的に整えていることがうかがえた。心理
的負担の緩和に関して、様々な福利厚生制度が病院
内にあったとしても、それが利用されていなければ
意味がない。「尊重の風土」があることによって、全職
員が福利厚生制度を十分に活用できていることが
示唆された。また、仕事のメリハリがつけられている
のも、「尊重の風土」によってそれが認められている
ことが大きいと言える。この結果、職員の働く上での
心理的負担が軽減され、働きやすい環境が生み出さ
れていると言える。

＊篠原准教授の許可を得て同氏執筆論文（未公表）の一部を
引用掲載
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