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現在，診療報酬の改定を主とした医療制度改革により病院経営は不確実性の下にあるといっ
て過言ではない。また国民の医療意識は変化してきていることから病院の提供する医療サービ
スの内容もより多様化が求められている。このような状況の下で病院という組織がどのような
視点をもって経営を行っているか，また他方で国民の健康観や医療制度に対してどのような関
心をもっているかを把握することは，今後の病院経営の在り方を議論する上で非常に重要であ
ると考えられる。よって本論文では，病院の経営実態を調査するとともに，国民の医療意識を
調査し，そこから得られた知見を紹介する。

第一章
第一節

調査の枠組みの設定

病院経営の三公準とは

第一章では，これら調査をするにあたり病院経営の三公準を紹介し，そこから導きだされる
Lemma（補題） を提起する。この Lemma から調査の枠組みを定めることとする。公益経営
1)

の三公準 では，第 16 代アメリカ合衆国大統領エイブラハム・リンカーンがゲティスバーグ
演説で用いた「Government of the people, by the people, for the people」という有名な一説
から説き起こし，主権（of）や経営主体（by），経営の対象（for）の変遷を論じた上で，私益の
時代から公益の時代へと時代のパラダイムがシフトしていることを示した。このような時代に
あって，営利組織や非営利組織と行った組織の枠組みを超え，公益という視点抜きには経営が
成り立たなくなってきている。そこで公益に資する経営，つまり公益経営の必要性がますます
1）
『公益経営の三公準と病院経営』（山本友太，平井孝治ほか）立命館経営学第 45 巻第 6 号
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拡大していることを述べた。
そこで，公益経営を議論する上での出発点として「公益経営の三公準」を設定した。これを
病院経営に援用し，以下のように「病院経営の三公準」を設定した。

第一公準「病院を構成する職員に付与する価値の公益性」（by）
第二公準「患者に給付する安全・安心な医療の公益性」（for）
第三公準「病院自身が目指す価値の公益性」（of）

第一公準には，公正な雇用，労働環境の整備や自己実現できる組織風土の構築などが含まれ
る。病院では 24 時間絶えること無く患者の状況を把握し，患者が急変した場合，即刻対応す
るために医師や看護師，あるいはコ・メディカルスタッフが常駐している。そのため日勤や夜
勤など交代制のシフトを組んで対応しているが，緊急で搬送されてきた患者は待ってくれない
こともあり，生活は不規則になりがちである。そこで特定の職種にのみ過剰な負担のかからな
いようにすることや働きやすい職場づくりをすることなどが，第一公準の意図するところであ
る。
続いて第二公準には，医療や投与された薬が安全・安心なものであること，あるいは医薬品
の適切･適量投与，インフォームドコンセントなどが含まれている。現在の医療制度では多く
2)

の病院が出来高によって診療報酬を得ている 。この方式では，過度に処置が行われる可能性
があり，それは患者に対して必要以上の負担をかけてしまうことになる。よって患者に対して
必要以上の負担をかけないために適切な医療行為，適量の投薬をすることが必要であり，そう
いった取り組みを通じて患者に対して価値を提供することがこの公準の意味するところであ
る。
最後に第三公準では，病院の連携など戦略的な位置付け，診療科の改廃，地域医療・予防医
療，若手の医療スタッフの養成などが含まれる。大学病院のように先端医療の研究や若手医療
スタッフの教育を担っている病院もあれば，地域の中核を担う病院として老人介護施設や健康
保険センターを有している病院もあり，病院によって目指している方向性は異なっている。こ
のような病院の位置づけや役割を認識し，医療を提供して行くことがこの公準に含意している
ことである。
これらの公準の関係を示す図が「図 1 三公準の構造」である。この各領域を A，B，C，
A ∧ B とすると C は集合論でいう Universe である。そこで A は第一公準と第三公準が重な
り合う部分であり，
B は第二公準と第三公準が重なり合う部分である。
proper C ＝ C ∧ A ∨ B は，
2）病院によっては入院の一部疾病を対象とした DPC（Diagnosis Procedure Combination 診断
群分類別包括システム）を導入している病院もある。
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固有な第三公準である。A ∧ B は，三公準の全

第三公準
of

ての公準に関わる領域であり，給付系（場やプロ
セス）の公益性を表す領域である。これには，例

えば診察室の雰囲気や患者との接遇，また電子カ

第二公準
for

第一公準
by

ルテや SPD などで「医療を提供するより良い環
境を整えること」が含まれている。

Ａ∧Ｂ

Ａ

Ｂ

また図中の矢印の意味は，当該組織において
サービスの流れ

「by」である構成員の活動が（Input），A ∧ B の
場やプロセスを経て（Throughput），「for」である

Ｃ

対象としている顧客へ給付物を提供する（Output）
流れを表している。ここで「of」である第三公準
が全てを包含する形で図示されているのは，当該

図 1 三公準の構造

組織における Input や Throughput，Output の全てが，「組織の価値」の構成要素に含まれる
からである。
このように病院経営の三公準を設定し，その構造を示してきたが，これらを通じて価値判断
を行うことで，公益という視点を踏まえた病院経営を議論することができる。また次節では，
これらの三公準を設定することで得られる補題（Lemma）を述べる。

第二節

三公準から導きだされる Lemma

病院経営の三公準より，様々な Lemma が導出される。例えば，公準の相互関係を見ると，
医療専門職は単に技術面の研鑽だけでは第二公準の「患者に給付する安全・安心な医療の公益
性」を満たすことはできない。この公準を満たすためには，患者に対する精神面のケアや接遇
を良くするといったことが必要になる。よって挨拶やチームワークなどの接遇面も人材育成す
る必要性が出てくる。
そして医療専門職も含めた全ての構成員を指揮する「アドミニストレーター」の存在も不可
欠である。一般的にアドミニストレーターと言うと管理者，あるいは行政官といった意味であ
るが，公準から公益性の担保が必要不可欠であるため，単にそれらの意味のみでなく，ここで
は病院の持つ公益的な使命を達成する存在でなければならない。
また多くの病院が教育研究事業・介護福祉事業・地域貢献事業のいずれかを行っている。こ
れらの事業は病院にとって必ずしも行わなければならないわけではないが，不足している部分
は，他病院や介護福祉施設とコミットを取って行っていかなければならない。これらのことは
第三公準の関係から窺える。
当然ながら，構成員の雇用や対象としている人々への給付物を担保すること，そして組織自

立命館経営学（第 46 巻

94

第 1 号）

身の目指す価値を実現する（＝三公準を全とうする）
ためには，「組織の継続性」も導き出される。特
に病院においては，診療報酬の改定による赤字経
営問題が深刻化しているが，採算が合わないから
といって簡単に診療科の改廃や倒産はできない。

α 課題

つまり病院は，当該組織が目指す価値の公益性と
の関係で継続性が問われることは間違いない。こ

β 課題

のように三公準から様々な Lemma が導かれ，そ

γ 課題

れぞれについて論ずることは病院経営にとって不
可欠であることが分かる。

第三節

図 2 病院経営課題の構造

病院経営の実態を把握する必要性

病院経営の三公準から Lemma を導き出したが，これらの Lemma より医療サービスを提供
する側である病院の動向を調査する一方で，他方では医療サービスを受け取る側である国民の
医療制度や医療経済に関する関心を調査し，数値的な解析を施すことで病院経営の実態を把握
する必要があると考えられる。
これを行うにあたり病院に対しては，病院経営がうまくいっているかどうかということと三
公準との関係がどのようになっているのかを中心に調査を試みた。
そこで「図 2 病院経営課題の構造」のように，病院経営に関する課題を待ち時間など患者
にも分かるγ課題と，DPC など構成員に分かるβ課題，
医療制度

診療科の改廃など経営層の専決事項となるα課題との 3 層
に分けた。これらの分類と三公準の関係は，α課題が三公

第三公準

準の全領域と，β課題が第一公準と，γ課題が第二公準と
ほぼ対応していると考えている。

of
第一公準

第二公準

by

なお本稿では，α課題の部分を経営実態調査として行っ
た結果を「第二章 経営実態調査」で取り上げ，
「おわりに」

Ａ

for
Ａ∧Ｂ

Ｂ

では病院原価計算の展望を紹介したい。
サービスの流れ

また「図 3 医療制度・経済と三公準」のように，病院
経営の三公準は常に医療制度や国民の医療経済に取り巻か

Ｃ

れている。近年では，医療費の抑制を行うため，医療制度
改革が施行されているが，これによって病院経営のあり方

医療経済

は大きく変化してきている。このように医療制度や国民の
医療経済は病院経営の三公準に大きく影響していると考え

図3

医療制度・経済と 三公準
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られ，病院経営を行う際，医療制度や国民の医療経済の関係は無視することはできないのであ
る。そこで医療政策，医療経済に対するコミットメントの方向性を探るために，国民に対して
医療政策や医療経済への関心を調査した。これに関して，本稿では「第三章 国民医療意識調査」
で取り上げることとする。

第二章
第一節

経営実態調査から見る病院の実状と課題

当該調査と本論文の関わり合い

病院の経営者から見ると現在の病院の経営課題をどのように捉えているのであろうか。病院
の院長，もしくは事務長，事務職員に回答していただくこと前提にし，病院経営の課題を明ら
かにしたい。

第二節

調査設計の概要

第一項

この調査は「医療制度の改革が進行する中での，病院の現状と経営方針を尋ね，経

営課題のソリューションを探求する」ことを目的とし行った。調査対象者として主に，近畿地
域の病院，＋全国の済生会病院＋病院経営研究会 in 京都で関係のある病院を取り上げた。
・サンプル回収方法，回収数，変数の数
郵送調査，108 の有効サンプルを回収した。変数の数は 465 変数。
・実施期間
2006 年

5/28 日発送の 6/16 〆切予定

・時代の認識
a：少子高齢化社会が医療制度に影響を与える
b：医療費抑制政策（圧力）が病院経営に影響を与える
・調査対象者の位置付け
a：国民は納税者であると共に被保険者である
b：国民は元来，医療制度に影響を及ぼし及ぼされる存在である
c：国民は元来，病院や医療内容などの選択者である
・調査仮説
a：「医療と事業と経営の分離・統合」を意識することで，病院の経営課題が明確になる
b：診療別部門原価を明確にする事で，戦略的意思決定が容易になる
c：地域や規模，機能によって，病院の戦略的な位置付けや抱える経営課題が異なる
・用いる分析方法
クロス分析，主成分分析，重回帰分析
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3)

ラベル表と数値化

第三節

調査結果の概要

第一項

単純集計

＜属性＞
A-1）開設者では医療法人と済生会など社会福祉法人，地方自治体病院の割合が抜けてい
るが，A-5）許可病床数では 0 床以上～ 100 床未満が 20.4％，100 床以上～ 250 床未満が
34.3％，250 床以上～ 400 床未満が 30.6％，400 床以上が 14.8％とある程度満遍なく取れて
いた。
＜診療科の改廃や病床比率の変更＞
A-3）改廃・新設では縮小方向が 10.4％で，変更無しと，拡充方向が共に 40％を超える数
字であり，現状では診療科の拡充方向の動きが強いことが分かる。A-6）病床比率（一般⇔療養）
では一般病床の比率増加が 36％と療養病床比率の増加の 2％を大きく上回る。制度による療
養病床数の削減の影響を大きく受けていると考えられるであろう。
＜外部との関係＞
A-7）派遣の有無では事務･管理，一般･労務の割合が多く，患者と直接接することの少ない
業種が派遣されていることが分かる。A-7）非常勤率では全く非常勤を雇っていないところか
ら 10％の間で約 80％をしめている。A-8）外部評価では医療機能評価機構を受けている病院
が半数以上を占める。最近話題の個人情報関係のプライバシーマークはほとんど受けている病
院がいないことが分かる。B-3）アウトソーシングは全く行っていない病院は無く，清掃，洗
濯･リネン，寝具設備，検査はほとんどの病院がアウトソーシングしていることが分かる。
＜委員会の設置＞
病院経営の三公準の中でも公益の意味を強く受ける A-9）委員会設置では医療安全対策，院
内感染対策は，ほぼ全ての病院が設置しているのに対し，医療廃棄物適正処理は 25.7％の病
院が設置していない。ただ薬品など，環境に多大な影響を及ぼす廃棄物が多いためにアウトソー
シングに頼っているところがある，と解釈できるであろう。
＜診療科毎費用把握＞
B-4）科毎費用把握では，全く診療科別に費用を把握していない病院が約 35％あり，人件
費は約 60％，診療材料費は約 55％把握している病院があるが，それ以外の費用は半数以上の
病院が把握していない。
＜意思決定権と病院における経営トップ＞
3）資料 A-1 ～ A-16
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C-1）意思決定権では約 45％の病院では，各病院の病院長が最終的な意思決定権を有して
いると返答。理事長，開設者と続いている。しかし C-2）経営者像では約 75％の病院が経営トッ
プとして経営のノウハウを持つものを求めている。今現在，日本の病院では医師が病院長であ
るにも関わらずである。これは各病院が「医療と経営の分離」を志向しているということであ
ろう。
＜医療と事業の分離度合い＞
C-6）事業・経営面と C-7）事業・会計面を見ると，トップの在り方や会計面において最も
分離がなされていると考えられるのは介護･福祉事業である。それに対し教育･研究事業と地域
貢献事業は意思決定権に関しては，病院のトップと同じ人物が所有しているが会計面では，約
半数が費目によっては区分している，もしくは区分していると返答している。
＜病院経営において今後重視していること＞
D-1）重視・運営方針の上位を見ると地域医療･医院との連携，人材の確保，救急医療，専
門医療分野の強化，医療政策の予測対応，と三事業よりも上位に戦略的な意思決定を必要とす
る事業戦略がずらりと並ぶ。D-2）重視・病院経営をみるとそれを裏付けるように事業戦略が
23.9％と最も大きな割合を占めている。病院がアドミニストレーターを必要としていることが
分かる。次いで，医療が労働集約的な産業であるため組織人事管理が大きな割合を占めている。
＜地域の役割意識＞
D-3）重視・利害関係者と D-5）地域・役割意識を見ると分かるように地域社会に対する責
任感や役割意識が高いことがうかがえる。
＜構成員の意欲＞
E-1）構成員・意欲では約 80％の病院が肯定的に答えており，E-2）研究会参加でも 90％
弱が肯定的に答えている。病院構成員の意欲や向上心は総じて高いといえる。
＜システムや情報機器の導入状況，期待度，現状＞
F-1）導入状況では導入に向けて肯定的な回答が 50％を超えるものにはチーム医療，SPD，
オーダリングシステム，医薬分業，人事評価制度が含まれる。F-2）期待度では前問に比べて
原価計算の順位があがっている事に注意したい。F-3）現状では情報機器のオーダリングシス
テムや電子カルテが機能しているという実感があるが，原価計算や人事評価制度は比較的機能
していない。
＜時代変化＞
G-1）時代変化を見ると行政主導の医療制度に対する関心の高さがうかがえる。医療制度の
改革，診療報酬の改訂が共に約 23％を占めている。やはり公的病院の赤字経営の現状を考え
ると，収益構造が大きく変化する可能性を持つ医療制度関係を無視することはできない。次い
で，地域医療計画や医療安全の確保と医療そのものの範囲や質に対する関心が高いようである。
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＜戦略的意思決定の際の不確実性要因＞
G-2）不確実性要因を見ると先ほどの時代変化と同じように医療制度改革と，診療報酬の改
訂が大きな割合を占めている。次いで，医師の確保や看護師の確保と人材の確保が挙げられて
いる。これらはどれも，診療点数にだけでなく，病院の機能分化に関わる大きな問題であると
いえ，これらの結果次第では病院は事業戦略そのものの見直しを迫られることになる。
＜チーム医療＞
G-3）初期医療提供方法を見ると約 85％の病院が現在は受付が診断し，案内する体制をとっ
ているが，約 90％の病院は理想としてはプライマリケア医をおいたチーム医療を理想として
いることが分かる。G-7）コミュニケーション機会を見ると約 82％が肯定的な回答を寄せて
いるにもかかわらず実現の障害となるものとして G-8）チーム医療障害を見ると，構成員の意
思統一や，人材の不足，科を超えたコミュニケーションなどソフト面にあることが分かる。
＜看護師離職率＞
G-5）看護師離職率を見ると，約 42％の病院では一年間に 10％の看護師が入れ替わってい
るという計算になる。これは他の業界ではほとんど見ることのできない，医療業界がもつ現象
の一つだと考えられる。
＜構成員の不満と不満に対応する仕組み＞
G-10）構成員不満を見ると構成員の不満は，縦横の人間関係よりも，過酷な労働条件のわ
りに低い給与と解釈することができるであろう。それに対し G-9）不満対応仕組みを見ると，
約 40％が否定的な回答をしており，不満に対する仕組みが充実しているとはいいがたい。
＜電子カルテ＞
G-11）電子カルテ位置付けを見ると，内部･情報共有促進が 25. ６％，診療情報の管理が
23.5％，業務効率の向上が 22.5％を占めている。これらはあくまで内部のことで，まだ提携
施設とのクリニカルパスの共有など，外部との情報共有促進という使用法までは成熟していな
いと考えられる。
＜ DPC ＞
G-12）DPC 取り組みと G-13）DPC 期待を見比べると，肯定的な意見と否定的な意見の
比が等しくどちらも肯定的な回答が 67.5％，否定的な回答が 42.5％となっている。これは期
待していない病院は導入していないと考えられる。G-14）DPC 原価意識を見ると原価意識が
DPC の導入によって高まると肯定的な回答が約 73％を占めた。また G-15）DPC 導入意義で
は原価計算の機能を高めるものだという回答が最も多かった。次いで，診療報酬の確保，機能
分化の判断材料となっている。
＜人事評価制度＞
G-17）人事評価適用では医師，院長等･経営層に対しては実施している割合が下がるものの，
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事務職，看護師，コ・メディカルは約 45％が実施されている。
＜原価計算＞
H-1）計算必要原価では診療科別原価計算が最も H-2）原計導入目的と H-4）原計役立ちで
は共に，経営分析と診療コストの低減が大きな割合を占めている。H-6）原計意思決定参考で
は投資案の評価や診療科の改廃など，戦略的な意思決定に資する情報が原価計算に求められて
いると考えられる。
＜経営課題＞
I-1）課題・医療ではチーム医療と医療設備の充実が課題と感じているようで，これらは共
に機能分化や，戦略的意思決定に関係する項目である。I-2）課題・構成員では，構成員のや
る気が最も大きな課題としているのに対し，それらは超過勤務や，燃え尽き症候群の問題で
はないと考えられる。I-3）課題・スペースでは，診察室･病室･検査室と受付に課題を感じて
いるようで，これは直接患者と構成員が向き合う場所だからと考えられる。I-4）課題・患者
関係をスペースの問題とセットで考えると受付での待ち時間，診察室･病室･検査室でのイン
フォームド･コンセントに課題を感じていると考察できる。
＜病院経営自信＞
J-1）病院運営では肯定的な回答が 79％を占めているのに対し，J-2）時代変化対応では肯
定的な回答は約 57％にまで下がる。これは現状上手くいっているが，将来的にはどうなるか
分からないという不安の現れであると考えられる。

第二項

統合目的変数の作成

病院経営が上手くいっている総合指標作成のために，4 つの変数，D-5）地域・役割意識，
E-1）構成員・意欲，J-1）病院運営，J-2）時代変化対応を主成分分析にかけ，それぞれの変
数に掛ける係数を自動決定した。B-1）の会計データが欠値が多かったために使用できないの
が悔やまれる。

主成分１

＜固有値（λ）：2.02

寄与率（％）：50.53

累積寄与率（％）：50.53 ＞

係数が全て同方向に出ているため，総合指標になりうると判断し，これを統合目的変数「病
院経営充実実感」とする。また，主成分得点の高いものから，A，B，C，D，E の 5 つにラン
クわけを行った。

第三項

解析枠の設定

この調査では，サンプル数が調査設計の変数よりも少ないので主成分分析にかけることがで
きない。その為，第一章に記載した「病院経営の三公準」（図 4）のそれぞれ A，B，C，A ∧
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B の領域に該当する調査変数を集め，解析枠 A，B，C，A ∧ B とした。また別個に会計枠を
設け，合計 5 つの解析枠で主成分分析を行う。また 5 つの解析枠にはそれぞれ分析しやすく
するために，統合目的変数とした 4 変数も入れ，主成分分析を行った。

第四項

主成分分析

解析枠 A 主成分１「人事評価制度適用度」 ＜固有値（λ）：5.81

寄与率（％）：13.83 ＞

表の右側（＋）に「人事評価適用」が全て並んでいることから，主成分 1 を「人事評価制
度適用度」とした。組織人事管理を重要と位置づけている。人事評価制度を適用しているほど「看
護師の離職率」は高まるが，「A-7）常勤＋常勤換算・看護師 / 病床数 _ 許可」が右に振ってい
ることから，看護師の密度は高く，看護師の回転の速い病院が右側に出る。また，人事評価制
度（組織人事管理）がしっかりしているほど，病院経営が上手くいっている実感があるようだ。
しかし人事評価制度を導入している病院では，構成員は作業環境や労働時間に不満を抱いてお
り，経営課題として構成員の燃え尽き症候群も取り上げられている為，構成員の不満に対応す
る仕組みの構築が必要である。
逆に左側は「D-1）重視・運営方針 _7. 人材の確保」や「G-10）構成員不満 _3. 休暇制度」
から人材の総数が病床数のわりに少なく，人材の回転率が低い病院と考えられる。
解析枠 A 主成分 2 「病院経営充実実感度」
＜固有値（λ）：3.74

寄与率（％）：8.90

累積（％）：22.73 ＞

右側（＋）に統合目的変数に取った 4 変数が集まっていることから「病院経営充実実感」と
名づけられる。充実実感の高い病院は診療科内外とのコミュニケーションが頻繁であり，病院
側も意図的にコミュニケーションの機会を設けている。「A-7）常勤＋常勤換算・看護師 / 病床
数 _ 許可」が高く，構成員にやる気がある。また，医師や院長など経営層にも人事評価制度を
適用しているのが特徴である。
逆に―側は「研究会参加」最も大きくふっており，構成員にやる気があるように見えるが，
「構
成員不満」その下に並んでいることから，人事評価のための頑張りか，自主的な活動によるキャ
リアアップを目指している，もしくは研修医の可能性があり，その在籍している病院にとって
のやる気のある行動とは解釈できない。もしくは病院側に情報のフィードバックがうまく行わ
れていないと言えるだろう。
解析枠 A 主成分 3 「病院構成員が抱える問題（モラール⇔燃え尽き）」
＜固有値（λ）：2.75

寄与率（％）6.54

累積（％）29.27 ＞

右側（＋）に「G-10）構成員不満 _5. 労働時間」「I-2）課題・構成員 _3. 超過勤務」が大き
く利いており，左側（－）にも「I-2）課題・構成員 _1. やる気」「I-2）課題・構成員 _2. 個々
の持つ能力」など両辺に構成員に対する課題や問題が大きく利いていることから，「病院構成
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員が抱える問題（モラール⇔燃え尽き）」と捉えることができる。右側は，強い地域役割意識を持っ
ているが燃え尽きた状態を示している。構成員に燃え尽き症候群がみえ，人材の不足を強く認
識している病院はアウトソーシングに力点をおいていることが分かる。左側は構成員のモラー
ルが低い状態を表している。経営層や，医師に適用せず，その他の職種だけの人事評価制度の
活用は，対人関係からくる構成員のモラールの低下を招く恐れがあることが分かる。

解析枠 B 主成分 1 「病院経営充実実感度」 ＜固有値（λ）：3.74

寄与率（％）：10.68 ＞

右側に統合目的変数に取った 4 変数が集まっていることから「病院経営充実実感」と名づけ
られる。この表の右側からは，
「F-1）導入状況 _ チーム」
「G-6）チーム医療不可欠 _ 個数合計」
などから，チーム医療に対する取り組み，意識が高いほど病院経営充実実感が高いということ
が分かる。また，救急医療や診療科の新設をし，積極的な医療を展開しているところほど病
院経営充実実感が高いことが分かる。そして，「A-9）委員会 _1. 医療安全対策」が効いてい
ることからも，
「医療の質や安全性」に目を向けている病院ほど「病院経営充実実感」が高い。
左側は，患者のニーズや接遇に過剰な反応をしており，患者満足度経営に陥っている状態と考
えられる。
解析枠 B 主成分 2 「医療スタンス（安全⇔仕組み）」
＜固有値（λ）：2.67

寄与率（％）：7.62

累積（％）：18.30 ＞

まず統合目的変数に取った 4 変数が左右に分かれていることを確認したい。右側（＋）に
は救急医療やチーム医療などの様々な仕組みを持って医療を展開しようという医療スタンスが
見える。反対の左側（－）は医療安全性を第一に考えた医療を行う病院と考えられる。左右は
目指す医療の相違がある。よって，「医療スタンス（安全⇔仕組み）」と名付けた。右側の医療
スタンス（仕組み）はチーム医療や救急医療など，医療を提供する仕組みや体制の構築に意欲
を見せている。地域の役割を意識している病院といえるであろう。左側の医療スタンス（安全）
は医療安全対策委員会が機能しており，院内感染の対策や，過剰な医療行為に課題意識を持っ
ている。「J-1）病院運営」「J-2）時代変化対応」「E-1）構成員・意欲」や「D-2）重視・病院
経営 _9. 来院者接遇」が効いていることから，組織の状態が安定しており，ソフトが充実して
いると考えられる。
解析枠 B 主成分 3 「機能分化（専門⇔プライマリケア）」
＜固有値（λ）：2.22

寄与率（％）：6.33

累積（％）24.63 ＞

左側（－）は患者の消費者的傾向（選ぶ事）や医療の高度化に対して高い関心を持っており，
専門医療分野の強化に力を入れていることから専門的分野をもった病院を目指していると考え
られる。右側（＋）は運営方針として安全な医療と，プライマリケアを目指していることから，
幅広い分野で患者を診察できる病院を目指していると考えられる。このことからこの主成分は
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「機能分化（専門⇔プライマリケア）」名づけることができる。左側（－）は，先端医療に関心が
あり，救急医療など急性期志向である。また，患者対応を課題であると意識しており，チーム
医療を行うことによって医療の質が下がることを懸念している。逆に右側は構成員のモラール
が高く，来院者接遇も重視している。

解析枠 C 主成分 1 「地域貢献志向度」 ＜固有値（λ）：4.64

寄与率（％）：10.54 ＞

右側（＋）は地域連携や役割意識を重視した変数が多く，左側（－）は最も利いているのは
「運営方針重視．介護・福祉事業」であるが，その下からは「地域内での占有率の分析」や，
「診
療報酬の改定」や「利害関係者．行政」等，地域に対する役割認識や連携の色が薄い。よって「地
域貢献志向度」と名づけることができるであろう。右側（＋）は構成員の意欲が高く，三事業
も積極的に行っている。また，連携を重視した地域医療計画を必要としており，政策コミット
経路は複数持っているものの，利害関係者としては地域社会を重視している事が分かる。
解析枠 C 主成分 2
＜固有値（λ）：3.03

｢ 病院機能（急性期⇔慢性期）｣
寄与率（％）：6.88

累積（％）：17.42 ＞

右側（＋）は最も医療制度改革に影響を受け，介護・福祉事業を行っており，病床比率（一
般⇔療養）が強く効いてきているため，右側を慢性期型の病院と判断できる。左側（－）は救
急医療に重点を置いており，提携病院とのデータ共有にも力を入れ，診療科の新設を行ってい
ることから急性期型の病院と考えられる。よって ｢ 病院機能（急性期⇔慢性期）｣ とネーミング
することができる。急性期側は，利害関係者として取引先を重視しており，診療報酬確保のた
めに DPC の導入も進めている。また，個人情報への取組みも積極的である。慢性期側は医療
政策に対する関心が非常に高く，事業戦略を重視しており，他病院の動きを気にしていること
からも，機能分化を図っていることが分かる。
解析枠 C 主成分 3 「病院経営充実実感度」
＜固有値（λ）：2.54

寄与率（％）：5.77

累積（％）：23.19 ＞

右側（＋）に統合目的変数に取った 4 変数が集まっていることから，「病院経営充実実感」
であると分かる。但し，地域役割認識がほとんど効いていなく，左側に，運営方針･地域貢献
やなど，地域貢献に関することが多数出ている為，右側はやや独りよがりな感はいなめない。
右側は診療報酬の改定にともなう診療報酬の確保を考え，急性期に病院をシフトさせていると
ころだということがわかる。また，流通戦略や，地域内での占有率の分析を意識しており，地
域病院や医院との連携も重視しながら，機能分化を図っている感がある。それに対し左側は地
域中核病院のように，地域での役割を考慮しつつ，事業戦略や政策とのコミットを重視してお
り，これからどのように経営していくべきか，非常に困難な状況である。
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解析枠 A ∧ B 主成分 1「医療機器･設備充実度」＜固有値（λ）
：5.04 寄与率（％）
：12.60 ＞
右側（＋）はシステムや仕組みの導入状態が良いことが顕著である。左側（－）は建物の構
造の問題などが挙げられるので「医療機器･設備充実度」と名づけることができる。医療機器
･設備が充実していると感じている病院は目的変数としている 4 つの変数が右側にきいている
ことから病院充実実感も高い。－側には，障害として建物の構造，人材を育てる仕組みの欠如
があがるなど，ハードや仕組みに対する不満が多い。
解析枠 A ∧ B 主成分 2 「情報システムのやらされ感」
＜固有値（λ）：2.90

寄与率（％）：7.25

累積（％）：19.84 ＞

右側（＋）は個人情報の取り扱いなどを行っている情報システムが固まっているのだが，左
側（－）は構成員の意欲と情報システムに対する期待度が表記されているため，この主成分は「情
報システムのやらされ感」とネーミングできる。やらされ感の高い病院では，人材を育てる仕
組みを必要としており，個人情報の管理や，情報システムの確立を非常に重視している。左側
は構成員の意識も高く，情報システムをあくまで，医療や経営を補佐するもの，業務効率を高
めるものとして位置付けている。病院内の雰囲気や医療の安全性，院内感染対策，廃棄物適正
処理の 3 つの委員会を重視することで，リスク管理への意識を高めることで何が必要かを実
感させる事により，結果的にシステムや情報機器に対する抵抗が弱まる。
解析枠 A ∧ B 主成分 3 「病院経営スタンス（地域⇔一人勝ち）」
＜固有値（λ）：2.74

寄与率（％）：6.84

累積（％）：26.68 ＞

左側（－）は地域役割意識や情報システムの共有などにより地域を意識した経営をおこなっ
ていることがわかる。逆に右側（＋）は情報システムの確立などに力を注いでいる一方地域に
対する役割認識などが全くきいてこないので，「病院経営スタンス（地域⇔一人勝ち）」とネー
ミングすることができる。地域志向では電子カルテを，提携病院とのデータ共有と位置づけて
いるのに対し，一人勝ち志向では，業務効率の向上と位置づけている。また，情報システムや
機器の導入状況はこちらのほうがよいが，地域志向の方が期待度が大きい。

解析枠

会計

主成分 1 「BSC 期待度」 ＜固有値（λ）：6.10

寄与率（％）：17.94 ＞

右側に BSC に関する変数が固まっており，左側に BSC 位置付け _ 関係ないが出ている為
この主成分を「BSC 期待度」とネーミングした。BSC 期待度の高い病院は，減価償却を他の
病院よりも行っており，原価計算に対する意識も高い。また，BSC をフルに活用しようとし
ており，F-4）BSC 位置付けが全て右側に振っているのが特徴である。
解析枠

会計

主成分 2 「病院経営充実実感度」

＜固有値（λ）：2.74

寄与率（％）：6.84

累積（％）：26.68 ＞

右側に統合目的変数に使用した 4 つの変数が効いてきている為，この主成分を「病院経営
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充実実感度」とネーミングした。病院経営充実実感どの高い病院は，管理会計，原価計算に
対する意識が高く BSC に対する取り組みも行っている，ただ BSC 位置付けがどれも効いて
きていないことが，気にかかるところである。また，左側を見ると C-7）事業･会計が目立つ。
これは構成員にやらされ感がある可能性がある。また，患者の満足や医療の質を高める目的で
BSC を導入することは「病院経営充実実感度」に―に効いている事が気にかかる。
解析枠

会計

主成分 3 「医療原価意識」

＜固有値（λ）：2.74

寄与率（％）：6.84

累積（％）26.68 ＞

今 現 在， サ ー ビ ス 原 価 と い う 概 念 は 存 在 し て い な い。 原 価 と は Input が 各 プ ロ セ ス
（Throughput）を通じ，最終的な製品（Output）になるまでに吸収した価値のことを指し，原価

計算は主に，財務諸表作成目的，継続的なコスト削減目的，価格設定目的に使用される。病院
も分類するとサービス業の分野に入るが，医療には Input として，構成員の人件費，施設･設
備維持費，医薬品費などが上げられ，スループットに診察･医療行為，Output に治癒された
患者という概念が考えられる。このことからうまく設定すれば，サービス業でありながら医療
原価という概念が確立できると考えられるし，今の公的病院赤字の時代には必要なものである。
ここで注意したいのは原価計算の使用目的の中にもあった価格の設定である。通常の製造業で
は原価を測定することで価格を設定し売上高とつきあわせ，価格の再設定などを行うなど，価
格の決定権が生産側に存在するが，医療の場合は完全に制度価格であり，自分たちで価格の設
定ができず，レセプトによる診療点数の申請で収益を得る。レセプトは診療部門別に作成され
るために，医療原価も診療部門別で計算し，そこでつきあわせるのが良いと考えられる。よって，
原価計算を行う為に必要なのは，きちんとした減価償却を行い，診療部門別の原価を明らかに
することである。右側に B-5）減価償却個数，H-1）計算必要原価 _ 診療科別原価がきいてい
ることから，この主成分を「医療原価意識」とネーミングした。左側を見ると，DPC を原価
意識を高めるものとして位置づけていることや，DPC を導入することで原価意識が高まるこ
とから，原価計算に対する関心の高さがわかる。右側を見ると，J-1）病院経営や J-2）時代
変化対応があることから，原価計算は病院経営がうまくいっていないと感じている病院ほど必
要としていることがわかる。

第五項

重回帰分析

目的変数に統合目的変数「病院充実実感」をとり，解析枠 A，B，C，A ∧ B，会計の 5 つ
の解析枠でそれぞれ重回帰分析を行った。
解析枠 A ＜決定係数（R2）＝ 0.511

自由度修正済み決定係数（Q2）＝ 0.485 ＞

G-7）コミュニケーション機会，A-7）常勤＋常勤換算・看護師 / 病床数 _ 許可，G-10）構
成員不満 _3. 休暇制度の 3 つの変数が＋側に出ている。「病院経営充実実感」をよくするため
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には，科をこえたコミュニケーションをとる機会を経営層側から，意図的に設けるなど増やす
こと，つまり職種間の関係を密にすることが最も重要であることがわかる。また，一病床に対
する看護師の割合を高めることが必要だ。それには診療報酬との関係もある。だが，闇雲に人
員を増やせばよいというものでもないということは，G-10）構成員不満 _3. 休暇制度が＋側
に出ていることをみるとわかる。つまり患者と看護師が親密な関係を築けるような仕組みが必
要であるといえるだろう。
逆に研究会参加が－に出ているということは研究会に参加することが，組織内の連携に悪影
響を及ぼしているということを示している。しかし研究会に参加することそれ自体を悪く捉え
てはならない。大切なのは研究会に参加することによって得られた情報の内部へのフィード
バックであり，職種間を超えて共有する仕組みを構築することといえるであろう。
解析枠 B ＜決定係数（R2）＝ 0.498

自由度修正済み決定係数（Q2）＝ 0.453 ＞

最も＋側に影響しているのが A-3）改廃・新設であり，診療科を新設し，提供する医療の幅
を広げることが「病院経営充実実感」に良い影響を与えている。また F-1）導入状況 _ チーム
医療，G-3）初期医療 _ 現状が＋側に出ていることから，チーム医療を目指し，また機能して
いることが重要であるといえる。そのためには職種間や科を超えたコミュニケーションが必要
である。A-9）委員会 _1. 医療安全対策から，いかに組織として医療リスクを避ける仕組みを
構築できているかが重要だといえる。
逆に－側に出ているのが G-8）チーム医療障害 _1. 医療の質の低下と G-2）不確実性要因
_3. 患者のニーズであり，医療の質を上げるためのチーム医療であるのに，それによって医療
の質が低下することを考えているようではいけないことがわかる。必要なのはどうやってチー
ム医療を機能させるかを考え，実行することだ。また，患者のニーズに気を取られすぎること
も病院経営充実実感に－に作用する。ニーズよりも安全で質の高い医療の提供が必要であるこ
とを示している。
解析枠 C ＜決定係数（R2）＝ 0.518

自由度修正済み決定係数（Q2）＝ 0.421 ＞

C-4）教育・研究 _ 個数合計が最も＋側に利いてきており，地域社会や組織価値において重
要であることがわかる。また，G-15）DPC 導入意義 _5. 診療報酬確保，G-2）不確実性要因
_1. 診療報酬の改定，G-15）DPC 導入意義 _4. 医薬品・医療材料の流通戦略が＋側に出てい
ることから，健全な経営を行う姿勢が必要であることがわかち，そのために政策に対しコミッ
トする必要がある。但し，D-3）重視・利害関係者 _5. 行政機関を見るとわかるように，利害
関係者として行政を位置づけてはならない。あくまで政策に対するコミットと位置づけること
が重要で，地域社会，取引先を利害関係者として重視する姿勢を持つことが重要である。また
地域の医療を考慮し，医療の幅を広げつつも機能分化を進めることが重要と考えられる。また，
個人情報を時代の変化と認識し，意識することは大切だが，過度の反応は逆影響を及ぼす。
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自由度修正済み決定係数（Q2）＝ 0.429 ＞

統合目的変数「病院経営充実実感」を目的変数にするとうまく重回帰分析ができなかったた
め，
「F-2）期待度 _SPD」「F-2）期待度 _ 電子カルテ」「F-2）期待度 _ オーダリングシステム」
の 3 変数を主成分分析にかけ係数を決定し，統合目的変数「システム期待度」を作成し，こ
の変数を目的変数とし重回帰分析を行った。また，「病院経営充実実感」を説明変数の中に入
れた。
G-12）DPC 取り組み，G-13）DPC 期待が強く＋側に出ていることから，様々なシステム
に対して積極的な病院ほど DPC に対する取り組みが積極的で，期待度も高い。I-4）経課・患
者関係 _4. 待ち時間の短縮がきいているのは，病院側が待ち時間の長さを経営課題であると感
じており，様々なシステムは待ち時間の短縮に効果的であると考えているということであろう。
また，あまり関係がないと考えられる院内感染対策委員会が強くでているのは面白い知見であ
る。病院経営充実実感が高い病院ほど，システムに期待し，新しいことに意欲的に取り組んで
いると考えられる。
解析枠

会計

＜決定係数（R2）＝ 0.618

自由度修正済み決定係数（Q2）＝ 0.588 ＞

統合目的変数「病院経営充実実感」を目的変数にするとうまく重回帰分析ができなかったた
め，「B-5）減償対象 _ 個数合計」「F-2）期待度 _ 原価計算」「H-1）計算必要原価 _2. 診療科
別原価」の 3 変数を主成分分析にかけ係数を決定し，統合目的変数「医療原価志向度」を作成し，
この変数を目的変数とし重回帰分析を行った。また，「病院経営充実実感」を説明変数の中に
入れた。更にマルチコ防止の為，H-1）の数値化を 0.1 処理し，H-1）計算必要原価 _3. 入院 外来別原価と H-1）計算必要原価 _4. 病棟別原価を統合し「Input 原価」，H-1）計算必要原価
_5. 医師別原価と H-1）計算必要原価 _6. 患者別原価を統合し「Throughput 原価」，H-1）計
算必要原価 _7. 疾病別原価と H-1）計算必要原価 _8. サービス別（行為別）原価を統合し「Output
原価」とネーミングした。B-5）減償対象 _2. 建物等が標準偏回帰係数の絶対値が最も大きく，
影響力が大きい。これは，＋側にでていることから建物の減価償却をきちんとこなすことが医
療原価志向度を高めることがわかる。また，医療原価志向度が高いほど病院経営充実実感も高
く，BSC を含め，原価計算に関心が高いことがうかがえる。逆に D-2）重視・病院経営 _10.
管理会計が－に出ているのは，今病院経営に原価計算を活かせていない為にこれから重要視し
取り掛かろうとしているか，管理会計を理解できていないことを意味している。

第六項

クロス分析

統合目的変数「病院経営充実実感」を分母または分子に取り集計した。
＜ A-3）縮小⇔拡充＞
充実実感が高い病院は，変更なしか診療科の拡充方向に動いていることがわかる。逆に充実

病院経営の三公準から見た経営課題（平井・福田・山本・下垣内）

107

実感の低いところほど診療かは縮小方向に向かっている。
＜ A-5）許可病床数＞
規模の大きな病院のほうが充実実感は高いことがわかる。これは地域中核病院や地方の病院
が非常に経営に困難な状況であることを示している。
＜ B-4）科別費用計算＞
病院経営充実実感が最も高い病院と，低い病院が科別費用計算をしている費目が少ないこと
がわかる。前者は余裕があるために行っておらず，後者は行うほどの診療科目がないか，どの
ようにして行い施策を立案すれば良いかわからない状態であるといえるであろう。
＜ B-5）減価対象＞
病院経営充実実感がよいほど減価償却をきちっとこなしているとはいえない。このことから
も，各病院によって，会計の基準がばらばらであることがうかがえる。
＜ C-1）意思決定権＞
意思決定権を開設者や上部期間に比べ病院長が有しているほうが，病院経営充実実感が良い。
これは常に現場におり，内部の状態を把握できている為と考えられるだろう。
＜ D-1）重視･運営方針＞
病院経営充実実感よって大きな差がみられるのは，まず介護・福祉事業と救急医療である。
介護･福祉事業を重視する療養型は病院経営充実実感が低く，救急医療を重視する九世紀型は
病院経営充実実感が良い。また，人材の確保と地域病院･委員との連携はどの病院でも同程度
に大きく重視されていることがわかる。
＜ D-2）重視･病院経営＞
どの病院経営充実実感の病院でも，事業戦略が非常に重視されていることがわかる。また，
財務会計や，組織人事管理も非常に大きな割合を占めている。
＜ D-4）医療連携＞
病院経営充実実感が高いほど，前方も後方も連携を重視している。
＜ G-1）時代認識＞
どの病院経営充実実感の病院でも，診療報酬の改定と医療制度改革に非常に注目しているこ
とがわかる。また，地域医療計画と，医療安全の確保はどの病院経営充実実感の病院も同程度
に重視しているようだ。A，B，C，D，E のランク順による規則性は見られない。
＜ G-2）不確実性要因＞
診療報酬の改定と医療制度改革，医師の確保がどの病院経営充実実感の病院でも注目されて
いる。A，B，C，D，E のランク順による規則性は見られない。
＜看護師離職率＞
A，B，C，D，E のランク順による規則性はっきりとは見られないが，比較的 A は看護師
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離職率が低い。E が 20% 以上と 5% 以下に大きく見られるのは，経営状態や組織風土がうま
くいっていないことの離職率の高さと，地方の病院で構成員の回転が少ないことが原因と考え
られる。
＜ G-9）不満対応仕組み＞
A，B，C，D，E のランク順による規則性が顕著に見られ，病院経営充実実感が高い病院ほ
ど，構成員の不満を受け止める仕組みがあるという回答になっている。

各分母に対し，統合目的変数「病院経営充実実感」を分子にとり平均点を集計した。
＜導入状況（SPD，オーダリングシステム，人事評価制度，原価計算）＞
SPD，オーダリングシステム，人事評価制度，原価計算は導入している病院は病院経営充
実実感が高く，導入していない病院は病院経営充実実感が低いという結果が出た。
＜ DPC ＞
DPC に関して，期待を持っており，DPC によって原価意識が高まると考えている病院は病
院経営充実実感が高い。
＜人事評価制度＞
人事評価制度は適用している病院は病院経営充実実感が高いのだが，単純集計を見ると，他
の職種に比べ，医師と経営層は適用されている割合が低かったので，クロス集計を取ってみた。
すると医師と経営層は適用に適用している病院とさも無い病院では病院経営充実実感に非常に
大きな差があることが見て取れた。適用しているほうが病院経営充実実感が高い。

第四節

考察

地域に対する診療圏のことを考慮しつつ，チーム医療を目指し診療科の幅を広げながらも，
地域の病医院と連携を行い，機能分化を志向している病院が，現在経営充実実感が高い病院で
あるといえるであろう。
構成員に目を向けると，診療報酬の問題もあり，人材の確保が行われることが重要な課題と
いえるであろう。また，構成員に対する人事評価制度の適用範囲も一つのポイントといえそう
だ。だが最も重要であると考えられる事は，職種内外でのコミュニケーションを深めることだ
と考えられる。人事評価制度にしても，あくまで病院の収益との対応関係と，スムーズな連携
を可能とする組織風土を築くことに力点を置くべきであろう。
情報機器は便利で業務効率の改善など大切であるが，それを使用することによってやらされ
感が出ないようにする工夫が必要であろう。その為には，なぜ必要でどう便利なのかをリスク
管理を通じ実感させる必要があるだろう。医療そのものでは，チーム医療への取り組みが重要
であり，そのためにも職種内外のコミュニケーションが必要となる。逆に患者ニーズや満足度
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を志向しすぎるのは危険である。また内部の構成員のコミュニケーションだけではなく，他病
医院や取引先，施設との連携も非常に重要である。診療報酬の改定や医療制度改革は，どの病
院も不確実要因と感じていることであり，重要視している。そのため政策を先読みする力や政
策にコミットすること，それらを踏まえた事業戦略を展開することが必要である。今見ただけ
でも，医療の問題はどれもが深く関係しており，病院内部だけでなく，地域や制度もひっくる
めた総合的なマネジメントを展開することが必要である。その為にはきちんとした原価計算を
基にした施策･立案や経営状態の見直しが大切であり，「医療と事業と経営の分離，統合」を図
れる病院アドミニストレーターが必要不可欠である。

第三章
第一節

国民医療意識調査から見る国民の医療意識と課題

当該調査と本論文の関わり合い

前章で導いた病院経営の三公準から，様々な Lemma が導き出される。第三公準「病院の目
指す価値の公益性」には国（政府）の医療政策や国民とのコミットメントの必要性が含まれて
いる。そこで本調査は，前章の時代認識にあげている生命観・健康観の変化や，政策への参画
意欲など，「国民は現在の医療をどう捉えているのか」ということ，そしてこれからの医療に
対する考えを探ることを目的とした調査である。
尚，当該調査に関しては，立命館大学経営学研究科の授業「調査設計法」において，当該研
究科の院生が中心となり，設計・解析に当たっている。

第二節

調査設計の概要

第一項

調査目的

一重に「医療」と言っても，それは制度，政策，財政など国（政府）に関することや，病院
の経営及び提供する医療，国民の「医療観」といった部分まで幅広い。これを国民側の視点か
ら見てみると，少子高齢化や国の医療政策，医療ミスや診療科の改廃など病院の経営問題が昨
今ひっきりなしに議論されている中，国民は今「医療」に対して最も敏感になっていることは
間違いない。つまり国民に対する調査を設計する際には，この「国（政府）」と「病院」とい
う二つの要因を考える必要がある。国民が国の医療政策をどう評価しているのか，また患者と
して病院の提供する医療や経営をどのように見ているのか。またその二者にどのような影響を
及ぼされ，及ぼすのか。それを探る調査として，調査目的を「少子高齢化や医療制度改革を背
景とした，国民の医療に対する意識調査を通じて，病院経営や国の医療政策に資する基盤資料
とする」と設定した。

第二項

時代の認識
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a：「少子高齢化や医療（技術）の多様化・高度化が医療経済（財政，需要⇔供給）に影響
を与える」は，「国」と「国民」との関係＝医療経済に関する認識である。この背景には少子
高齢化・医療の高度化が見逃せず，それが医療財政や国民の需要，そしてそれに応える供給面
に影響を与えていることは間違いない。
b：
「国の歳出削減と医療制度改革が病院の戦略的課題に影響を与える」は，「国」と「病院」
に関する認識である。病院の赤字や不祥事・問題などその経営が昨今注目を集めているが，そ
の背景には国（政府）の歳出削減に関する各種政策，及び診療報酬改定などの医療制度改革が
見て取れる。これが赤字の解消や人的資源の獲得など，「病院経営」の戦略的課題を浮き彫り
にさせている。
c：「医療制度改革や医療（技術）の多様化・高度化により，患者の自己選択意識が顕在化し
ている」は，国（政府）や病院と，国民（患者）との関係に関する認識である。政府による各
種医療制度改革や患者自己負担の増額など，またハード・ソフト面で高度化する医療により，
国民の「病院や医療を選択する」こと，及び延命医療などに代表される「医療を決定する」部
分が増えてきていることが見逃せない。

第三項

調査対象者の位置付け

ここでは，調査対象者である国民はどのような存在であるか，以下の三点で整理した。
a：「国民は納税者であると共に被保険者である」
b：「国民は元来，医療制度に影響を及ぼし及ぼされる存在である」
c：「国民は元来，病院や医療内容などの選択者である」
a はその意味の通りである。b は，医療制度改革によって様々な影響を及ぼされることは前
述している。一方，少子高齢化など現象的に制度に影響を及ぼす部分もあり，また選挙や署名
などでも影響を及ぼすことができるが，それが実際に行われておらず「元来」とした。c は時
代認識 c で述べた内容とほぼ相違ない。しかし現在でこそ顕在化してきている部分はあるが，
実際には容易ではないため，これも同様に「元来」とした。

第四項

調査仮説

以上から，a：国民⇔国（政府）＋病院，b：国民⇔国（政府），c：国民⇔病院，という三
つの調査仮説を設定した。
a：「医療に関する様々な事象が，患者の志向を多様化させている」は，各種医療制度改革，
及び医療の高度化や病院不祥事などにより，患者自身の医療に対する消費者的な志向や延命医
療・代理母に代表される生命感・健康観の変化など，志向の多様化が見て取れることから，こ
の仮説を設けた。
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b：「国の医療政策に関するアカウンタビリティなど，条件が整備されれば，政策への国民
の参画（協働）意欲が高まる」は，現在新聞等において国の医療政策に関する話題は尽きず，
それゆえ国民の生活にも影響が出てきているが，その政策にコミットすることは現実には少な
い。それはアカウンタビリティ等条件面の整備がされていないことに問題があると考えた。
c：「病院は，国民の属性によって病院ニーズが異なるため，それに対応していかなければな
らない」は，少子高齢化の時代と，a でも述べた通り患者の志向の変化が現実として顕在化し
ている中で，それに対応する病院経営を行う必要があると考え，仮説として設定した。
これらの調査仮説を基にして，被験者の「属性」及び通院頻度などの「事実」，また満足度
や選択要因などの「病院」，及び医療費の負担感や医療政策への意見など「国（政府）」に関す
るものに調査項目を分類した。創り込む主成分として「医療関心度」「政策参画意欲」「消費者
的志向」の三つを念頭に項目を設計した結果，変数は p = 117 となった。

第五項

4)

調査表

ラベルと数値・数量化

各変数の意味を端的に表すラベル，及び集計と多変量解析に用いる際の数値・数量化に関し
ては，資料を参照してもらいたい。用いる分析方法としては，主成分分析・重回帰分析の多変
量解析，及びクロス集計による分析を行っている。また分析手法ではないが，単純集計による
知見も整理した。

第六項

調査の実施

当該調査は，2006 年 7 月中旬から 8 月下旬の間に，近江八幡駅での来街者調査（約 150 サ
ンプル）と，調査班親族（約 40），BKC 学生・院生・教員（約 30），及び医療関係者や病院
5)

周辺業者（約 70） を対象に実施し，直接回収と郵送回収により，有効サンプル数 n = 290 を
回収した。

第三節

調査結果の概要

以下，調査結果を紹介していくが，分量が多すぎるため興味深い結果が得られたものを中心
に紹介したい。
第一項

単純集計

①属性関連
＜ 1 ＞性別は，男性 55%，女性 45% と偏りなかった。＜ 2 ＞年齢は，20 代が 30%，30 代
4）B-1 ～ B-4
5）日本福祉大学教授であり精神科医である田原孝先生の関係者，及び病院の清掃・リネンなど医療事務関係
を扱うワタキューセイモア株式会社の社員の方々。
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が 25% と若年層が半数を占めているが，60 代が 7%，70 代以上が 8% と高齢層のサンプルも
ある程度集めている。＜ 3 ＞職業は，正社員が 38％と最も多く，次いで学生 17％，医療機関
従事者 8％となっており，パート・アルバイト，契約・派遣社員の非正規雇用者は 11％となっ
ている。＜ 4 ＞住まいは，その他が 58% と最も多いが，これは調査班の親族＜札幌や会津若
松など＞や協力して頂いた医療関係者・病院周辺業者＜福岡など＞のサンプルが半数を占めて
いたためである。次いで京都市が 27% となっている。＜ 7 ＞子供の有無は，無しが 53% で，
有り _15 歳以下が 14%，有り _16 歳以上が 33% となっている。＜ 11 ＞保険の種類は，国民
健康が 48%，組合健康が 22%，政府管掌健康が 15％となっており，日雇は 0 であった。この
ように，被験者の属性に関してはある程度ばらつきを確保している。
②＜ 14 ＞信頼医者の有無
信頼する医者（かかりつけ医）がいる・いないともほぼ半々の結果であった。
③＜ 15 ＞情報源
制度情報源，病院情報源を比較すると，共に「新聞」が占める割合が大きかった。制度では
次に多かったのが「テレビ･ラジオ」，そして「インターネット」と続き，最近のニュースなど
でよく医療問題が取り上げられている影響が出ていると考えられる。一方，病院で最も多かっ
たのが「口コミ」である。地域の人々が持つ口コミのネットワークの影響力を非常に感じる結
果となった。また病院では，「家族」，及び「医療機関や関係者」といった人づての情報源が重
要視されていることも分かる。「医療関係書籍」や「広告」，
「雑誌」は，制度・病院共に低かった。
④＜ 16 ＞病医院充実度
「とても充実している」「ある程度充実している」という回答が 78％を占めており，全体で
見れば肯定的であるが，22% が「充実していない」と答えており，これも見逃せない。
⑤＜ 19 ＞医療知識
1 つだけ知っている人が 21% と最も多く，そして知っている数が多くなるにつれて段々と
割合が小さくなっている。しかし，
「全部知っている」という 8 つが 13% と大きく，これは被
験者の中に医療に関係する方が含まれていることが影響していると考えられる。
⑥＜ 20 ＞健康意識
何もしていない人が 23% と最も割合が大きく，次いで 2 個，3 個，1 個と続く。全部行っ
ている人は 3% と意外に少なく，全体では自身の健康にあまり気を使っていないことが分かる。
⑦＜ 21 ＞重要項目，＜ 23 ＞要望項目
重要項目として最も選ばれていたのは「医療技術」であり，やはり提供される医療が確かな
ものかどうかが最も重要視されている。次いで「アクセス･立地」，「院内雰囲気」，「待ち時間」
など，医療と直接関わりがない部分も大きい。要望項目では逆に「待ち時間」が最も大きな割
合を占めるが，次いで「医療技術」，「医療の安全性」，「構成員の対応」となり，医療に直接的
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な部分に対して要望が大きいことが分かる。資料では，重視―要望のギャップを表す図を紹介
しているが，ギャップが大きかったのは「アクセス･立地」，「院内雰囲気」，「医療技術」，「待
ち時間」であり，重視・要望とも多く選ばれていたものにギャップが見られることが分かる。
⑧＜ 22 ＞病医院満足度
「満足」「ある程度満足」が 54％と過半数ではあるが，「不満」「少々不満」が 46％と多く，
現在の提供されている医療に対する不満が見て取れる。
⑨関心点や医療費抑制対策
＜ 24 ＞政策関心点では，「医療費の高騰」が最も多く次いで「高齢者負担」，「介護・福祉
制度」が選ばれており，被験者のうち高齢層は勿論のこと，若年層も将来的な先行きの不安が
あり，このような結果になったと考えられる。また「従事者，診療科の不足」に関しても少な
からず選ばれている。しかし公的病院の赤字はあまり知られていないのか，さほど問題とな
らなかった。＜ 27 ＞医療費抑制では，「歳出削減」や「病院経営の改善」，「予防医療の進展」
など，直接本人に影響の無いものから順に並んでいることが分かる。一方「国民の健康生活」，
「少
子化対策」，「国民負担の増加」が 12%，10%，9% と少なく，医療費問題の解決にはあまり効
果的ではない，または素直に受け入れられない，ということが読み取れる。
⑩医療費負担と負担増
「負担である」
「負担でない」
＜ 25 ＞医療費負担感では，若年層と高齢層による差異はあるが，
が約半数ずつ占めていた。一方＜ 26 ＞国民負担増・意見では，否定的な意見が過半数を占め
ており，賛成はほぼ 0 であった。しかし 38％の人が「仕方ない」と捉えている。
⑪政府のアカウンタビリティと参画意欲
「思わない」「あまり思わない」という否定的な意見が 86％
＜ 28 ＞アカウンタビリティは，
であった。一方＜ 29 ＞政策参画意欲も，
「思わない」「あまり思わない」が 64％と否定的な意
見が多かった。国の国民に対する情報の開示・提供と国民とのコミットにおいて，問題が見て
取れる。
⑫医療に関する関心度
＜ 31 ＞統合医療関心度は，「関心がない」という否定的な意見は 25％で，75％が「関心が
ある」として肯定的であった。上の参画意欲との関係で考えると，関心はあるが参画はしたく
ない，という状況が見られる。＜ 32 ＞医療危機意識・財政，人材は，両方共に危機感を強く
感じているようである。財政面は昨今の議論の中で，高齢者負担の増加などの背景として知ら
れているためか，特に危機感が強かった。
⑬＜ 33 ＞延命医療意見
延命医療に対する意見は，「必要ない」が 30％，「必要である」が 10％であり，否定が肯定
を上回っている。「どちらとも言えない」が最も多かったのは，延命医療が適用される対象が
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自分なのか，親なのかという立場によって変わりうるからだと考えられる。

第二項

主成分分析

○第一主成分「医療関心度」＜固有値（λ）：11.14

寄与率（％）：10.22 ＞

図の右上（ベクトル係数が正）を見ると，「医療危機意識（財政）（人材）」，「統合医療関心度」
が当該主成分に対してポジティブに大きく作用している。また，「政策関心点」関連など，医
療に対する関心を表す変数が多く，係数の値も大きい。一方，左下（ベクトル係数が負）には「政
策関心点 _ 特に無い」がある。このことから，第一主成分は医療に対する総合的な関心度を表
していることが分かり，「医療関心度」と名付けた。
「年齢」「独立子供有無」などがプラスに大きく作用していることから，老年層は特に医療関
心度が高いことが分かる。医療関心度が高い人は，政策関心点として「介護福祉制度」や「高
齢者負担」の問題に強い関心を持っている。また現在の病院が提供する医療に満足しており，
国の政策への参画意欲も高いことが分かる。一方，病院を選択する際には「院内雰囲気」「医
療機器」を特に重視しており，「医療安全性」「医療技術」を改善するよう要望していることも
分かる。
逆に医療関心度の低い人は，「アクセス･立地」や「待ち時間」といった，本来の「医療」以
外の部分で病院に対して重視・要望していることが分かる。また「子供有無 _ 無し」，「正社
員」，「契約・派遣」が負に作用しており，このことから若壮年層は関心度が低いと言える。一
方，病院情報源に「新聞」を用いる人や，病院・制度情報源に「IT」を用いる人，及び医療
費抑制対策に「病院経営の改善」が必要だとする人は，総じて関心度が低いことも分かる。
○第二主成分「医療との接点（若壮年層⇔高齢層）」
＜固有値（λ）：5.82

寄与率（％）：5.34

累積寄与率（％）：15.56 ＞

図の右上を見ると，「年齢」，「年金 _ 受取」，「独立子供有無」が当該主成分にポジティブに
大きく作用していることから，年金などの制度に支えられる高齢層を表わしている。一方，左
下には「政策関心点 _ 小児科不足」や，「子供有無 _ 無し」があることから，支える側である
若壮年層だと理解できる。また，右上には「通院頻度」「信頼医師の有無」があり，左下には
制度情報源として「医療書籍」，「IT」や「学校・職場」，病院情報源として「学校・職場」「IT」
があることから，この主成分は「医療との接点（若壮年層⇔高齢層）」と名付けた。
「重視項目 _ 医療機器」がプラス側にあるように，高齢層の医療との接点は実際に医療行為
を受けることが中心であるのに対して，マイナス側には制度・病院の情報源，及び「重視項目
_ 院内雰囲気」「アクセス立地」，「要望項目 _ アフターケア」があることから，医療そのもの
以外において接点を持っていることが分かる。
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○第三主成分「病院志向（労働者⇔非労働者）」
＜固有値（λ）：4.29

寄与率（％）：3.93

累積寄与率（％）：19.49 ＞

図の右上を見ると，「年金 _ 支払」や「職業 _ 正社員」，「子供有無 _15 歳以下」が当該主成
分にポジティブに大きく作用していることから，壮年層である労働者を表わしていることが分
かる。一方，左下には「職業 _ 学生」や「年金 _ 支払･受取無し」，「年金 _ 受取」があること
から，若年層及び高齢層の非労働者を表わしている。また，左右共に「要望項目」「重視項目」
が多く挙がっているため，「病院志向（労働者⇔非労働者）」と名付けた。
プラス側には重視項目・要望項目の「待ち時間」があることから，労働者は仕事の都合上で
このような結果になったと考えられる。また「医療費負担」があるように，負担を強く感じて
いるせいか，
「医療費抑制 _ 歳出削減」「病院経営の改善」といった，医療費の抑制対策には他
人任せのところがある。
一方，マイナス側には「医療満足度」があり，非労働者は今まで受けてきた医療に満足して
いることが分かる。また，「医療費抑制 _ 予防医療」や「健康意識度」があり，「大病になる前
に防ぐ」ことが医療費抑制対策として有効だとしている。しかし「国民負担増・意見」がある
ように，負担増には反対の姿勢である。また，重視項目や要望項目に，「医療機器」「医療安全
性」「アフターケア」などの医療そのものと，
「院内雰囲気」や「バリアフリー」などの医療に
直接関係しない部分の両面で病院に対して重視・要望していることが分かる。

第三項

統合目的変数の設定

公準 C との関係で，「制度や政策に関する関心度」，「国民自身の健康意識」，また公準 B と
の関係で，「病院（医療）接遇重視度」の計三枠を，統合目的変数として設定した。
①「統合医療関心度」 医療制度や政策に対する関心度の総合指標を作成する為に，＜ 19 ＞
医療知識，＜ 31 ＞統合医療関心度，＜ 32 ＞医療危機意識（財政），＜ 32 ＞医療危機意識（人材）
の 4 変数を統合し，それぞれの変数にかける係数を自動決定した。結果，第一主成分の係数
が全て正にふっているため，総合指標になりうると判断し，これを統合目的変数「統合医療
関心度」とした。
②「統合健康意識」 自身の健康に関する総合指標を作成するために，＜ 13 ＞通院頻度，
＜ 17 ＞病医院使用基準，＜ 20 ＞健康意識度 という「自身の健康に対する意識」を表わす
3 変数を統合し，「統合健康意識」とした。
③「病医院に対する機能評価」 病医院を選択する際の重視項目として，＜ 21 ＞重視項目 _
院内雰囲気，医療機器，アフターケア，バリアフリー の 4 変数を統合し，「病医院に対する
機能評価」とした。
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重回帰分析

前項で導き出した三つの統合目的変数をもって，重回帰分析を行った。
①「統合医療関心度」 ＜決定係数（R2）＝ 0.674 自由度修正済み決定係数（Q2）＝ 0.662 ＞
図の右側の，目的変数「統合医療関心度」に対してポジティブに作用している変数を見てい
くと，＜ 29 ＞政策参画意欲が最も大きいことが分かり，参画意欲が高い人は総じて医療制度
に対する関心度も高いことがわかる。一方，＜ 25 ＞医療費負担や，＜ 22 ＞医療満足度がポ
ジティブに作用していることも興味深い。＜ 2 ＞年齢が高い人ほど関心度が高いことが分か
るが，これは高齢者や療養型の入院に対する医療制度の改革の影響もあるであろう。＜ 10 ＞
時間外診療経験がある人は関心度が高いのは，重い病気やケガなどにより，
「医療」に深く関わっ
たからだ考えられる。＜ 23 ＞要望項目 _ 医療安全性がポジティブに作用しているのは，昨今
院内感染や医療ミスなどの医療事故がメディアを賑わしている為，それを通して関心度が高
まっていると考えられる。＜ 21 ＞重視項目 _ 院内雰囲気は，院内感染の問題や病院の建て替
えなどが関係していると考えられるが，面白い知見である。また，＜ 3 ＞職業 _ 医療従事者は，
やはり関心度が高かった。
逆に，左側のネガティブに作用している変数を見ると，＜ 11 ＞保険 _ 国民健康，＜ 15 ＞
病院情報源 _ 新聞が挙がっており，これも興味深い。
②「統合健康意識」 ＜決定係数（R2）＝ 0.517

自由度修正済み決定係数（Q2）＝ 0.500 ＞

目的変数「統合健康意識」に対してポジティブに作用している変数を見ていくと，＜ 2 ＞
年齢が最も大きいことが分かる。さらに＜ 1 ＞性別もあり，年齢が高い人ほど，そして女性
のほうが健康意識が高いことが分かる。また＜ 14 ＞信頼医者の有無，＜ 16 ＞病医院判断から，
信頼できる医者がいる人や，病気・ケガをした場合どの病院・診療所やどの診療科に行けばよ
いか的確に判断できる人は，総じて健康意識が高いことが分かる。ゆえに，重視項目・要望項
目 _ 開設診療科がポジティブに作用する結果になったと考えられる。＜ 32 ＞医療危機意識（人
材），＜ 15 ＞制度情報源 _TVRD が挙がっているのも面白い。
一方，左側にはここでも＜ 15 ＞病院情報源 _ 新聞が挙がっており，①の統合医療関心度と
合わせて当該変数がネガティブなファクターであることが分かる。
③「病医院に対する機能評価」
＜決定係数（R2）＝ 0.432

自由度修正済み決定係数（Q2）＝ 0.412 ＞

目的変数「病医院に対する機能評価」に対してポジティブに作用している変数を見ていくと，
＜ 23 ＞要望項目 _ 医療機器，バリアフリーが大きく，比較的係数が小さいがアフターケアも
挙がっている。当該目的変数には，重視項目としてそれら三変数が統合されていることから，
現実と理想の乖離が見られることが分かる。また＜ 20 ＞健康意識度，＜ 9 ＞入院経験の二変
数にから，自身の健康について意識している人は総じて機能評価が高いことが分かる。さらに
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＜ 25 ＞医療費負担が大きいと感じている人や，＜ 15 ＞制度情報源を家族から取り入れてい
る人も高い。機能評価には，＜ 21 ＞重視項目として医療技術，及び規模もポジティブに作用
することになる。
一方，左側にはここでも＜ 15 ＞病院情報源 _ 新聞が挙がっている。①②③から，病院の情
報を新聞から取り入れている人は，制度に対する関心度も，自身の健康意識に対しても，病医
院の評価に対しても，ネガティブであることが分かる。これの意味するところを今後詳しく調
べる必要がある。

第五項

クロス集計

本項では，単一変数で集計したものと，第四項で導き出した統合目的変数「統合医療関心度」
を用いて集計したものの二つで分析する。
①単一変数
＜ 22 ＞医療満足度を分子にとり，以下の各変数を分母にしてクロス集計を行った。
１．＜ 2 ＞年齢
医療満足度を年齢別に見ると，強い正の相関は無いが，年齢が高くなるにつれて満足度が高
くなる傾向が読み取れる。特に 60 代以上の高齢層は 8 割近くが（ある程度）満足していること
が分かる。
２．＜ 3 ＞職業
医療従事者が最も満足度が高く，且つ 8 割以上が満足していることが興味深い。次いで無職，
学生と続き，両者とも過半数が満足している。また，正規雇用・非正規雇用の「働いている人」
の満足度が低い傾向にあることが読み取れる。
３．＜ 15 ＞病院情報源
病医院の情報源として新聞を用いている人は，用いていない人に比べて満足度が低い。また
医療機関や機関の関係者から病院の情報を得ている人は，そうでない人に比べて満足度が高い
ことが分かる。
４．＜ 21 ＞重視項目
病医院の選択要因として医療機器を重視している人は，総じて満足度が高いが，待ち時間を
重視している人は満足度が低い結果となっている。医療行為を目的としている人と，そうでな
い人との差が読み取れる。
５．＜ 26 ＞国民負担増・意見
政府の各種政策による国民の負担増に対する肯定・否定で見ると，仕方ないというある種肯
定的な意見の人は満足度が比較的高く，反対の人は約半数が満足している。一方，何も思わな
い人は８割以上が不満である，という結果になっている。
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②統合変数
以下では，「統合医療関心度」の主成分得点を分子にし，分母に属性・事実関係を用いてク
ロス集計を行った。
１．＜属性＞
＜ 1 ＞性別を見ると女性のほうが男性よりも医療制度に対する関心度が高いことが分かる。
また＜ 2 ＞年齢から，40 代以上の人は関心が高く，40 代未満は低いというように，40 歳を
堺にきっぱりと分かれる。これは，その年代から親の健康を考え始める時期であり，また自身
も将来的にその制度によって医療や介護を提供されることから，今後の政策に関心を持つ時期
でもあることから，このような結果になったと考えられる。また，＜ 3 ＞職業を見ると，非
正規と正規社員共に医療制度に対する関心が低いことが分かる。医療従事者はやはり関心度が
高かった。一方，＜ 12 ＞年金を見ると，年齢との関係で受け取っている人の関心が高い。また，
学生納付特例制度を使い，支払っていない人は特に関心が低い。
２．＜事実関係＞
＜ 13 ＞通院頻度では，月に 1 度以上の頻度で通院している人は医療制度に関心があることが
分かる。＜ 14 ＞信頼医者の有無では信頼できる医師がいる，いないでは制度に関する関心度
がまったく違い，いる場合は関心度が高い。このことから患者として病院と関わっている度合
いや頻度は，統合医療関心度に大きく影響するといえる。

以下では，
「統合医療関心度」の主成分得点の高いほうから標準偏差σでもって A，B，C，D，
E の 5 段階に分割し，分母に用いてクロス集計している。
３．＜ 15 ＞制度情報源
医療制度に対する関心度が高い人ほど，医療制度に関する情報を医療機関や関係者から得て
いることが顕著に表れている。
４．＜ 15 ＞病院情報源
医療制度に対する関心度が高い人は，口コミで情報を得ていることが傾向として読み取れる。
一方，E の層の関心度が最も低い人は，新聞から情報を得ていることが分かるが，これに関し
ては第四項でも述べた通り今後サーベイする必要がある。
５．＜ 21 ＞重視項目，＜ 23 ＞要望項目
関心度が高い人は，総じて病院選択の際に院内雰囲気を重視していることが分かる。また，
同様に関心度が高い人は，医療の安全性を改善してほしいと考えていることも読み取れる。両
方とも，関心度の低い E の層ではほとんど選ばれていない。
６．＜ 27 ＞医療費抑制
顕著に差が見られるのは，病院経営と歳出削減である。関心度が高い人は，医療費抑制対策
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として国の歳出削減が最も効果的だと考えているが，低い人は病院経営の改善が最も効果的だ
としており，共にその割合が関心度と共に大きく／小さくなっていく傾向が読み取れる。
７．＜ 29 ＞政策参画意欲
関心度が最も低い E の層は，参画する意欲がない。しかし，関心度が高くなればなるほど，
政策に対する参画意欲が高くなることが，顕著に読み取れる。

第四節

考察

本章の第一節・第二節でも述べたが，各種医療制度の改革，医療の高度化・多様化，病院の
医療問題などにより，国民は現在「医療」に対する今後の動向に非常に敏感になっていること
は間違いない。そこで今回の調査で特に顕著だったのは，医療制度に対する関心度，及び病院
に対する考え，自身の健康意識において，その結果が高齢層と中年層，壮年層，若年層の四つ
に分かれるということである。
60 代以上の高齢層は，制度関心度，医療満足度，健康意識の三点とも高い結果となった。
この層は最も病院と接する機会が多いと言えるが，医療満足度が高いことに驚かされた。また，
40 代・50 代の中年層は，親の医療や介護に直面していることと，自身の今後の生活に関わる
ため医療制度の関心度が非常に高い。一方，30 代に代表される正規雇用・非正規雇用の壮年
層は，統合医療関心度，医療満足度共に低い。普段の生活において，病院（医療）と接する機
会が比較的少なく，接するとしても多忙な限られた時間で病院に行くため満足度が総じて低く
なるのであろう。しかし，今後も医療制度を長年支える層において関心度が低いこのような状
況では，今後の医療制度の先行きが非常に不安である。最後に，学生に代表される若年層は，
病院・制度共に「医療」に直接的に関係することがほとんどないので，ほぼ関心度も満足度も
ニュートラルであるが，健康意識が低い。
国民医療からの要請として，予防・早期医療はもはや避けられない。それは国民医療費の抑
制は勿論のこと，患者本人の経済的，身体的，精神的負荷の低減にも繋がる。しかし国民は，
国の医療財政問題や自身の健康を，若壮年の時分から自らの問題として捉え，行動していると
は言い難いということが本調査から分かった。その意味では，国は医療制度の改革にこのよう
な国民医療意識の状況を把握し政策に反映する，そして国民を参画させる必要がある。また病
院も同じく国民医療意識の状況や医療の要請を把握し，その要請を受け具体的に実践する場で
あることを認識し，且つそれをもって国の医療政策に対する切り結びを担わなければならない。
しかし，逆に我々国民側からすれば，一人一人が「公益的な視点を持って」健康に生活し，病
院を選択し，国の政策にコミットする必要があるとも言えるだろう。
本調査をもって「日本の全国民の医療意識はこうだ」と断定するには当然無理があるが，今後
全国的に意識調査を展開する際の基盤資料としては，十分に資する知見が得られたと思料される。
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・病院原価計算の展望
第一章で述べたように，病院は公益経営の三公準を遵守した経営を行わなければならないこ
とは明白である。特に第二公準の患者・家族など，関係者に提供する医療の公益性では，安全・
安心と信頼が寄せられる医療の構築や，疾患を治すだけではなく，早期の社会復帰を目指す保
健の社会的担保，ターミナル・ケアの充実など様々な側面で課題がある。しかもそれらの課題
を国民医療費の抑制という国家財政の維持と同時進行で達成していかなければならない。
ではまず，国民医療からの要請として具体的に何があるかを整理しておきたい。
ⅰ）予防・早期医療の徹底･浸透
これからの医療は予防・早期医療といわれている。予防・早期医療が徹底･浸透する事によっ
て，医療財政，患者，病院構成員の三つの視点で効用が期待できる。医療財政の視点では，疾
患の予防，早期発見による高額医療機器の使用頻度，手術等の減少による国民医療費の抑制が
考えられる。患者の視点では，手術の回避による経済的負荷の低減，身体への負荷の低減，患
者本人だけでなく，家族も含めた精神的な負荷の低減の三つの患者負荷の低減が考えられる。
病院構成員の視点では，手術や高度医療の減少による診療ストレスの低減が考えられる。
ⅱ）病院の戦略的位置付け
各病院が赤字の減少を目指すうえで必要となってくるのが，病院の戦略的位置付けである。
病院･病診間の連携や診療科の改廃･新設など様々な戦略的な意思決定の為には，その医療圏を
前提とした診療科別の連結原価計算が必要となる。赤字だからといって，診療科や診療補助部
門をむやみに閉鎖しない為にも，病院経営者の意思決定に資する，明確な意図を持った病院原
価計算が要請されている。
ⅲ）教育・研究の予算主義
国立大学は法人化に伴い 04 年度から「国立大学法人会計基準」及び同注解によって，企業
会計原則に準拠した決算を実施し，財務諸表を公開している。中でも付属病院を抱える国立大
学では「開示すべきセグメント情報」として，当該セグメントの会計情報の開示が義務付けら
れている。
大学によって異なるが一部ないし全部の人件費がセグメント情報に含まれておらず，かつ
業務収益に「運営費交付金」が計上されているため，見かけ上の「業務損益」は黒字であって
も，大学病院の経営実態は慢性的な赤字であると思われる。これは主として教育・研究事業に
よるものと考えられる。
多くの病院は「介護・老健，教育・研究，地域貢献」の事業に何らかの関わりを有している。
これら三事業はいずれもないがしろに出来ないもので，とりわけ医師や看護師などの人材を養
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成し難病等の研究に従事する大学付属病院の役割は甚大である。このような教育･研究は憲法
第 25 条に規定される「国民の生存権」を担保するために必要なもので，よって各病院の診療
報酬ではなく，国や地方自治体の予算で賄うべきものである（予算主義）。この予算主義は大
学付属病院だけではなく，金額の多少はともかくといて一般の病院にも適用されてしかるべき
である。

・チーム医療と共に地域医療へ
今，各病院では医療の質を担保するためにチーム医療に対する取り組みが進んでいる。その
動きは今後も促進すべきことであるが，その上で各病院は自らの戦略的な位置づけを行ってい
る。だがその意思決定が患者満足度の向上などの競争戦略的な志向だけでは，国民医療費抑制
の抜本的解決にはなりえず，更に現在のような地域画一的な診療報酬制度では，医療圏によっ
ては医療行為が不足する事態になりかねない。
病院経営の三公準と国民医療からの要請を共に充足する為には，医療という概念そのものの
再構築が必要であろう。それは医療を個々の病院が提供するという概念から，医療圏内の病院
が連携して地域の医療を担うという概念への昇華である。
最近では紹介を主にした病院，病診間の地域連携が進んでいる。この動きは診療報酬確保の
為でもあるが，医療の枠が個々の病院から地域医療へと変遷している過程であると捉えること
ができる。またその背景に情報機器の発達があげられるが，今後は病院内部の診療部門間や職
種間にとどまらず，病院，病診間での円滑な情報共有が必要であり，地域システムとしての情
報インフラの普及と発達が求められる。
予防・早期医療が徹底･浸透すると，国民医療費の抑制の観点から設備投資や，人材配置の
関係で病院の機能分化に

国民医療からの要請

拍車がかかる。疾患の予

予防・早期医療の効用
各病院の戦略的位置づけ
教育・研究の予算主義

防と，早期発見を主な役
割とするプライマリケア
医を配属した病院や診療
所と，高度な医療機器や
専門的な医療分野を持っ

医療圏
病院経営の三公準

病院原価計算

第一公準「構成員」
第二公準「給付物」
第三公準｢組織価値｣

「医療原価」による
病院原価計算と
診療科別損益計算

た救急病院に分かれてい
くであろう。検査部門を

地域システムの進展

病院間で共有することも

電子カルテや SPD
人材ネットワーク

考えられる。だが，この
ように病院間の機能分化

図4 「病院原価計算」思索のスキーム
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が促進すると，従来の診療報酬でどうしてもまかなえない病院や，診療部門が出てくる。過剰
に供給されている診療部門であれば赤字を理由に閉鎖しても構わない。しかし，その医療圏に当
該診療部門が欠落する事は防がねばならない。
そこで必要となってくるのが地域連結原価計算である。そのためには，「医療原価」の概念
を確立し，医療圏内の病院で医療部門別原価計算と診療科別損益計算を連結する必要がある。
とりわけ後者の診療科別損益計算では検査部や看護部の部門費を診療科別に配賦する規準が焦
点となる。この配賦基準の理念として，計算目的によっては負担できる能力のある診療科には，
より多く配賦するという考え方も必要である。というのも医療圏を前提とすれば，どの診療科
もどこかの病院が開設せざるを得ないからである。このような能力者負担の原則で診療科別損
益計算をすることによって，例えば小児科の無い医療圏を無くす事が可能となる。またこの為
には病院･病診間での円滑な情報共有のために地域システムの普及と進展が必要である。

・地域医療が目指す「人・モノ・政策」
医療圏を前提とした地域医療の促進は「人･モノ･政策」の三つの側面に及ばざるを得ない。
「人」の側面については，医師や看護師など医療専門職のみならず，調剤薬局の薬剤師や，病
院食を病院に給付する管理栄養士などにも及ぶ。これらの人材が当該医療圏において過不足な
く且つ，各病院や各事業所において最適に配置されると共に，連携や相互補完が達成される事
が可能となる。また，「モノ」の側面では高額な医療機器を特定の病院が購入し，他の病院が
共同利用することによって，経済的な負担を医療圏内の病院間で平準化する事ができる。更に
緊急時に要する特定血液の相互融通など，診療材料を医療圏で共同して備蓄するなど地域によ
る担保が可能となる。
「政策」の側面では，医療圏における予防医学の普及だけではなく，病院職員間の連携によ
る医療政策の立案や行政に対する提言もまた重要な機能である。現行の医療制度の不備を医療
圏から洗い出したり，とりわけ診療報酬の在り方を見直し，必要な人材や医療機器を当該医療
圏で充足する必要がある。「国民の生存権」は今や全国一律の診療報酬では担保し難い。これ
を担保するには病院職員の政策立案の能力を不可欠としている。正に医療と経営を両立し統合
する「要」の力量が病院職員に求められているのである。

※ページ数の関係で資料を調査票とラベル表示以外を掲載することができません。単純集計，
主成分分析，重回帰分析，クロス集計に興味のある方は，
平井研究室：077‐561‐4634
まで連絡下さい。データを提供します。
最後になりましたが，調査に協力して下さった病院，街頭の人々に感謝いたします。

ᐥ

ߘߩઁߩ∛ᐥ

㧠㧚

5. ⋉ᴺੱ

8. ␠ળᴺੱ

11. ੱ

4. ␠ળ㒾㑐ଥ࿅

7. ቇᩞᴺੱ

10. ળ␠

㩢㩔㩕㩨㩢㩍㨺㩆㨸㩧⑼

ዊఽᱤ⑼

ᱤ⑼

ᚻⴚㇱ

ᇚੱ⑼

ᴲዩེ⑼

⣻ㇱᄖ⑼

⟤ኈᄖ⑼

㨻㩤㩣㩁㩨㨺⑼

⣖⚻ౝ⑼

♧ዩ∛⑼

♖⑼

ᶖൻེ⑼

⍶ᱜᱤ⑼

ャⴊㇱ

⌒⑼

ᕈ∛⑼

⢷ㇱᄖ⑼

⤔ේ∛⑼

ᄖ⑼

ઍ⻢ౝ⑼

ౝⷞ㏜⑼

⚻⑼

ߘߩઁ㧔                 㧕

㤗㈮⑼

✢⑼

↥⑼

⊹⤏⑼

ᶖൻེᄖ⑼

ᒻᚑᄖ⑼

㩢㨽㩙㩋⑼

ⴊᶧౝ⑼

⣢⤳⑼

♖⚻⑼

ๆེ⑼

  

1. ❗ዊᣇะߢᬌ⸛ߒߡࠆ

資料
－1
⾗ᢱ A
A㧙1

2. ᄌᦝߔࠆߟ߽ࠅߪή

ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩ 1 ߟߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

1

3. లᣇะߢᬌ⸛ߒߡࠆ

A-3㧕⾆∛㒮ߢߪᓟߩ⑼≮⸻ޔᡷᑄ߿ᣂ⸳ߦߟߡߤߩ᭽ߦ⠨߃ߡ߹ߔ߆ޕᰴߩㆬᛯ⢇߆

ེቭ㘩⑼

ᱤ⑼ญ⣧ᄖ⑼

⡊㥦ຜ༄⑼

↥ᇚੱ⑼

⢂㐷⑼

ᢇᢇᕆ⑼

⊹⤏ಽᴲེ⑼

ዊఽᄖ⑼

⣖⚻ᄖ⑼

⠧ੱ⑼

㩇㩘㩩㨺㩌ᢛᒻᄖ⑼

ᔃ≮ౝ⑼

ౝಽᴲ⑼

ๆེᄖ⑼

⢄⤳⑼

⚻ౝ⑼

ᢛᒻᄖ⑼

ዊఽ⑼

ᓴⅣེ⑼

ᔃ⤳ᄖ⑼

ౝ⑼

✚ว⸻≮⑼

⢗⣺⑼

12. ߘߩઁߩᴺੱ㧔         㧕

9. ක≮↢ද

6. ක≮ᴺੱ

3. ᣣ⿒ᷣ↢ળෘ↢ㅪߥߤ

A-2㧕⾆∛㒮߇㐿⸳ߒߡࠆ⸻≮⑼⋡ߦోߡ࠴ࠚ࠶ࠢࠍ⸥ߒߡਅߐޕ

2. ᣇ⥄ᴦ

1. ࿖

A-1㧕⾆∛㒮ߩ㐿⸳⠪ߦߟߡޔᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

ታ∛ᐥᢙ

ᐥ

ᐥ

ᐥ

ᐥ

ᐥ

ᐥ

ᐥ

2. ᄌᦝߔࠆߟ߽ࠅߪή

ੱ
ੱ
ੱ
ੱ

⮎Ꮷ
ߘߩઁߩࠦࡔ࠺ࠖࠞ࡞
৻⥸ഭോ
ോ▤ℂ

ੱᢙ

ੱ

ੱ

ੱ

ੱ

ੱ

ੱ

ੱ

ੱ

ੱ

ੱ

ੱ

ੱ

Ᏹൕ឵▚

㕖Ᏹൕ㧔བྷ⸤ࠍ㧕

  ή

  ή

  ή

  ή

  ή

  ή

ᵷ㆜ߩή

3. ≮㙃∛ᐥߩᣇࠍ㜞ߚ

3.

ࡊࠗࡃࠪࡑࠢ

  

1.
1.

2. 㒮ౝᗵᨴኻ╷
3. ක≮ᑄ᫈‛ㆡᱜಣℂ

2.

2.

2.

3.

3.

3.

資料
－2
⾗ᢱ A
A㧙2

2. ⸳ߌߡࠆ߇߹ࠅᯏ⢻ߒߡߥ

1.

1. ක≮ోኻ╷

1. ⸳ߌߡߥ

࿁
╵
ᰣ

⸥ߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩࠍㆬ߮٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

2

3. චಽߦᯏ⢻ߒߡࠆ

A-9㧕㒮ౝߢߩᆔຬળߩ⸳⟎⁁ᴫߦߟߡ㧔㧩3 㗄⋡㧕߅ߨߒ߹ߔޕᰴߩ࿁╵ᰣߦޔਅ

5. ߘߩઁߩᄖㇱ⹏ଔ(            )

ISO14000 ࠪ࠭
4.

2.

ISO9000 ࠪ࠭

ක≮ᯏ⢻⹏ଔᯏ᭴㧔Ver.   㧕

1.

ࠆ߽ߩోߡߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

A-8㧕⾆∛㒮ߢߪߤߩࠃ߁ߥᄖㇱᯏ㑐ߩ⹏ଔࠍฃߌߡ߹ߔ߆ޕᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹

ੱ

ੱ

⋴⼔Ꮷ(ഥ↥Ꮷ)

කᏧ

Ᏹൕ

A-7㧕⾆∛㒮ߩ᭴ᚑຬߩੱᢙࠍ⸥ߒߡਅߐޕ㧔⸥ᣣ㧕

1. ৻⥸∛ᐥߩᣇࠍ㜞ߚ

ᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩ  ߟߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

A-6㧕⾆∛㒮ߢߪᓟ∛⥸৻ޔᐥߣ≮㙃∛ᐥߩߤߜࠄߩᲧ₸ࠍ㜞ߚߣ⠨߃ߡ߹ߔ߆ޕ

ᐥ

♖∛ᐥ

 A 㧦⾆∛㒮ߩⷐߦߟߡ߅ߨߒ߹ߔޕ

ᐥ

≮㙃∛ᐥ (⼔ဳ)

ᐥ

ߘߩౝ NICU

㧟㧚

ᐥ

ߘߩౝ ICU

ᐥ

㧞㧚

᳁ฬ

น  ุ

⸵น∛ᐥᢙ

ᐥ

㔚

৻⥸∛ᐥ

≮㙃∛ᐥ㧔ක≮ဳ㧕

ㇱ⟑㧔ᓎ⡯㧕

น  ุ

Fax ⇟ภ

A-5㧕⾆∛㒮ߩ∛ᐥᢙࠍ⸥ߒߡਅߐޕ㧔⸥ᣣ㧕

2. ೋᦼᢇᕆᜰቯක≮ᯏ㑐
4. ╙ਃᰴᢇᕆᜰቯක≮ᯏ㑐

1. ᢇᕆᜰቯߦቯߐࠇߡߥ
3. ╙ੑᰴᢇᕆᜰቯක≮ᯏ㑐

A-4㧕⾆∛㒮ߩᢇᕆᜰቯߦߟߡޔᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩ 1 ߟߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

㧝㧚

࿁╵⠪ No㧚

⸰

㔚⇟ภ

ㅪ⛊వ

ࡅࠕࡦࠣ

ޥ

ᚲ

∛㒮ฬ

⾆∛㒮ߩዻᕈࠍ⸥ߒߡਅߐޕ

 ∛㒮㧔⚻༡ጀ㧕ࠕࡦࠤ࠻

∛㒮⚻༡⎇ⓥળ

2006 ᐕ 5 ᧃᣣ

病院経営の三公準から見た経営課題（平井・福田・山本・下垣内）
123

ජ

⮎Ꮷߦኻߔࠆੱઙ⾌

ᣣ

ᄖ᧪


ੱ/ᣣ

9. ක≮ോ㧔ࡊ࠻⸥ࠅ㧕

7. ᬌᩏ

3. ᷡ

10. ᳓శᾲ╬‛ઙ⾌

7. ⎇ⓥ⎇ୃ⾌

3. ක⮎ຠ⾌

  

7. ゞਔ㨯⦁⥾╬

6. ήᒻ࿕ቯ⾗↥

4. ක≮ᯏེ

5. ߘߩઁᯏེ㨯ຠ

3

8. ߘߩઁ㧔                 㧕

3. ઃዻ⸳

資料
－3
⾗ᢱ A
A㧙3

2. ᑪ‛╬

1. ⸘ߒߡߥ

߹ࠇࠆ߽ߩోߡߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

B-5㧕ᷫଔఘළ⾌ࠍ⸘ߒߡ߹ߔ߆⸘ߚ߹ޕߒߡࠆ႐วߪᷫଔఘළߩኻ⽎▸࿐ߦ

8. ක≮ᯏེߩᷫଔఘළ⾌㧗⛽ᜬ⾌

9. ᑪ‛╬ᷫଔఘළ⾌

6. ᄖㇱᆔ⸤⾌

4. ⸻≮᧚ᢱ⾌

5. ⛎㘩⾌

2. ੱઙ⾌

1. ోߊᛠីߒߡߥ

ోߡߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

B-4㧕⸻≮⑼ߏߣߦ⊒↢ߔࠆ⾌↪ࠍᛠីߒߡ߹ߔ߆ޕᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᛠីߒߡࠆ߽ߩ

10. ߘߩઁ㧔                          㧕

8. ක≮ോ㧔ࡊ࠻⸥ήߒ㧕

6. ᶖᲥṌ⩶

4. ᵞữࡀࡦ

5. ᖚ⠪⛎㘩

2. ኢౕ⸳

1. ోߊⴕߞߡߥ

2. ߘߩઁ㧔                      㧕

5. ࠣࡔࡦ࠻ᖱႎ

6. ߘߩઁ(             )

3. ࠠࡖ࠶ࠪࡘࡈࡠ⸘▚ᦠ

3. ℂ㐳

4. ㇱᯏ㑐

6. ߘߩઁ㧔             㧕

8. ක≮ᯏེߩ㐿⊒

7. ᣂ⮎ߦ㑐ߔࠆᴦ㛎

9. ∛ℂߘߩ߽ߩߩᢎ⢒

6. ᣂ⮎㐿⊒

3. ࠦࡔ࠺ࠖࠞ࡞ߩቇᩞ

  

5. ஜᚲߩክᩏᬺോ

資料
－4
⾗ᢱ A
A㧙4

2. ฦቇᩞ߳ߩ੍㒐ធ⒳

1. ⴕߞߡߥ
4. ஜᐽ⸻ᢿ

ߡߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

4

6. ߘߩઁ㧔             㧕

3. ฦ∛⁁ߩࡒ࠽㐿⻠

C-5㧕⾆∛㒮ߢߪޔၞ⽸₂ᬺࠍⴕߞߡ߹ߔ߆ࠆߡߞⴕޕ႐วߪᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩో

11. ߘߩઁ㧔                  㧕

5. ⥃ᐥ⎇ୃකߩ㙃ᚑ
10. ᴦ≮ᴺߩ㐿⊒

2. ⋴⼔ቇᩞ

1. ⴕߞߡߥ
4. ක≮ോߩቇᩞ

ߡߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

C-4) ⾆∛㒮ߢߪޔᢎ⢒⎇ⓥᬺࠍⴕߞߡ߹ߔ߆ࠆߡߞⴕޕ႐วߪᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩో

5. ⚵❱ࠍ⸳┙ߒ⼔ޔᬺࠍⴕߞߡࠆ

2. ⠧ੱஜᣉ⸳ࠍ㐿⸳ߒߡࠆ
4. ࠤࠕઃࡑࡦ࡚ࠪࡦࠍㆇ༡ߒߡࠆ

1. ⴕߞߡߥ
3. ․㙃⼔⠧ੱࡎࡓࠍ㐿⸳ߒߡࠆ

ోߡߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

C-3㧕⾆∛㒮ߢߪ⼔ޔᬺࠍⴕߞߡ߹ߔ߆ࠆߡߞⴕޕ႐วߪᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩ

ߩᬺߦߟߡ߅╵߃ਅߐޕ

એਅޔC-3㧕㨪C-6)߹ߢߪ∛ޔ㒮ߣ㑐ㅪߔࠆ⼔ޔᢎ⢒⎇ⓥޔၞ⽸₂ߩ 3 ߟ

3. කᏧߣ⚻༡ߩ 2 ੱߩ࠻࠶ࡊ߇ᔅⷐߢࠆ

2. ࠻࠶ࡊߪ⚻༡ࡁ࠙ࡂ࠙ࠍߔࠆ⠪߇ߥࠆߴ߈ߢࠆ

1. ࠻࠶ࡊߪකᏧߢࠆߴ߈ߢࠆ

ᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩߦ 1 ߟ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

C-2㧕∛㒮ࠍ⚻༡ߒߡߊߢޔℂᗐ⊛ߥ⚻༡࠻࠶ࡊߪߤ߁ࠆߴ߈ߛߣ⠨߃ߡ߹ߔ߆ޕ

2. ോዪ㐳

6. ߘߩઁ㧔             㧕

1. ∛㒮㐳
5. 㐿⸳⠪

ߪ߹ࠆ߽ߩߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

C-1㧕⾆∛㒮ߩ⚻༡ߦ㑐ߔࠆᦨ⚳⊛ߥᗧᕁቯᮭߪ⺕ߦࠅ߹ߔ߆ޕᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡ

 C㧦∛㒮⚻༡ߦኻߔࠆᗧ⼂ߦߟߡ߅ߨߒ߹ߔޕ

2. ⾉୫ኻᾖ

1. ៊⋉⸘▚ᦠ
4. ㅪ⚿⽷ോ⻉

B-7㧕⽷ോ⻉ߩਛߢ৻⥸ߦߒߡࠆ߽ߩߦోߡ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

1. ∛㒮ળ⸘Ḱೣ

B-6) ߤߩࠃ߁ߥળ⸘ၮḰߦḰߒߡળ⸘ಣℂࠍⴕߥߞߡ߹ߔ߆ޕ

立命館経営学（第 46 巻

B-3㧕⾆∛㒮ߢࠕ࠙࠻࠰ࠪࡦࠣߒߡࠆ߽ߩోߡߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ



ੱ/ᣣ

ᐔဋ㒮ᣣᢙ

㒮

⸻≮නଔ

ᖚ⠪ᢙ㧔1 ᣣᐔဋ㧕

ࠅߩ⸻≮ႎ㈽㧕㧘߹ߚ㒮ᖚ⠪ߦ߅ߌࠆᐔဋ㒮ᣣᢙࠍ⸥ߒߡਅߐޕ㧔2005 ᐕᐲ㧕

B-2㧕⾆∛㒮ߩ㒮ᄖ᧪ߘࠇߙࠇߩ㧘1 ᣣᐔဋߩᖚ⠪ᢙ㧘⸻≮නଔ㧔ᖚ⠪ 1 ੱ1 ᣣᒰߚ

ජ

ජ

ජ

᳓శᾲ╬‛ઙ⾌

ੱઙ⾌ว⸘

ੱઙ⾌એᄖߩ⾌↪ว⸘

ජ

⎇ⓥ⎇ୃ⾌

̪ോ⡯╬ߩౝ⸶ߪᛠីߒߡࠆ႐วߩߺߢ⚿᭴ߢߔ

ජ

ජ
ජ

㧔ߘߩౝ৻⥸ഭോ㧕

ᄖㇱᆔ⸤⾌
ᑪ‛╬ᷫଔఘළ⾌

ජ

ජ

ජ

ජ

ජ

ජ

ോ⡯╬ߦኻߔࠆੱઙ⾌

㧗⛽ᜬ⾌

ක ≮ ᯏ ེ ߩ ᷫଔ ఘ ළ ⾌

⛎㘩⾌

⸻≮᧚ᢱ⾌

ක⮎ຠ⾌

ජ

㧔ߘߩౝോ▤ℂ㧕

ජ

ኻߔࠆੱઙ⾌

ߘߩઁߩࠦࡔ࠺ࠖࠞ࡞ߦ

ජ

⋴⼔Ꮷߦኻߔࠆੱઙ⾌

කᬺ⾌↪

ජ

ජ

කᏧߦኻߔࠆੱઙ⾌

කᬺ⋉

B-1㧕⾆∛㒮ߩ 2005 ᐕᐲߩ⚻༡⁁ᴫߦߟߡޔฦ㗄⋡ߦᒰߔࠆ㊄㗵ࠍ⸥ߒߡਅߐޕ

 B㧦⾆∛㒮ߩ⚻༡⁁ᴫߦߟߡ߅ߨߒ߹ߔޕ

∛㒮⚻༡⎇ⓥળ

2006 ᐕ 5 ᧃᣣ

124
第 1 号）

2.

1.

3.

4.

4.
1.

1.

ၞ⽸₂ᬺ

3.
2.

2.
3.

3.
4.

4.

4.

2.

3.

1.

2.

ᢎ⢒⎇ⓥᬺ

4.

1.

3.

2.

1.

⼔ᬺ

12. ၞ∛㒮ක㒮ߣߩㅪ៤

࿁╵ᰣ

  

8. ⒢㊄㑐ଥ

7. ࠬࠢ▤ℂ

9. ᧪㒮⠪ធㆄ

6. ‛ᵹ▤ℂ

3. ⚵❱ੱ▤ℂ

⾗ᢱ A
A㧙5
資料
－5

12. ߘߩઁ㧔                    㧕

11. ࠝ࠳ࡦࠣ╬ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓ

5. ࡑࠤ࠹ࠖࡦࠣ

4. ᬺᚢ⇛

10. ▤ℂળ⸘

2. ⾗㊄⺞㆐

1. ⽷ോળ⸘

ߪ߹ࠆ߽ߩࠍ 3 ߟએౝߢㆬᛯߒߡਅߐޕ

࿁╵ᰣ

5

D-2㧕∛㒮ࠍ⚻༡ߔࠆߢߦ․ޔ㊀ⷞߒߡࠆߎߣߪߢߔ߆ޕᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡ

11. ⸻≮ߩᄢ

10. ක≮╷ߩ੍᷹ኻᔕ

8. ᄖㇱᆔ⸤ߩᄙ᭽ൻ

7. ੱ᧚ߩ⏕

9. ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩ⏕┙

4. ᢇᕆක≮ߩలታ

6. ኾ㐷ක≮ಽ㊁ߩᒝൻ

5. ࡊࠗࡑࠤࠕߩᒝൻ

2. ᢎ⢒⎇ⓥᬺߩలታ

3. ၞ⽸₂ᬺߩలታ

1. ⼔㨯ᬺߩలታ

߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩࠍ 4 ߟએౝߢㆬᛯߒߡਅߐޕ

D-1㧕∛㒮ࠍ⚻༡ߔࠆߢޔᓟߩㆇ༡ᣇ㊎ߢ㊀ⷞߒߡࠆ㗄ߪߢߔ߆ޕᰴߩㆬᛯ⢇

 D㧦⾆∛㒮ߩᣇ㊎ߦߟߡ߅ߨߒ߹ߔޕ

4. ක≮ߣᬺߩળ⸘ࠍಽߌߡⴕߞߡࠆ

3. ක≮ߣᬺߩળ⸘ࠍ⾌⋡ߦࠃߞߡߪಽߌߕߦⴕߞߡࠆ

2. ක≮ߣᬺߩળ⸘ࠍಽߖߕߦⴕߞߡࠆ

1. ᒰᬺࠍⴕߞߡߥ

C-7㧕ળ⸘ߩ㕙

4. ᒰᬺߩ⚻༡ߦ㑐ߔࠆᗧᕁቯᮭߪߚߒ┙⁛ޔߩᯏ㑐߇ߒߡࠆ

3. ᒰᬺߩ⚻༡ߦ㑐ߔࠆᗧᕁቯᮭࠍᜬߟ⠪߇ක≮ߩ࠻࠶ࡊߣߪߦሽߔࠆ

2. ∛㒮ߩ࠻࠶ࡊ߇ᒰᬺߩ⚻༡ߦ㑐ߔࠆᗧᕁቯᮭࠍߒߡࠆ

1. ᒰᬺࠍⴕߞߡߥ

C-6㧕⚻༡ߩ㕙

 ㆬᛯ⢇⟲

㧔ਅ⸥ߩㆬᛯ⢇ࠍෳᾖߒߡᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩߦ٤ࠍઃߌߡߊߛߐ㧕

ᰣ

╵

࿁

C-7㧕ળ⸘ߩ㕙

C-6㧕⚻༡⠪ߩ㕙

ᰴߩ࿁╵ᰣߦ㧘ਅ⸥ߩㆬᛯ⢇⟲߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩࠍㆬ߮٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

⸥ 3 ߟߩᬺߦ㑐ߒ⚻ޔ༡ߣળ⸘ߩ 2 㕙( = 6 㗄⋡)ߦߟߡ߅ߨߒ߹ߔޕ

∛㒮⚻༡⎇ⓥળ

2006 ᐕ 5 ᧃᣣ

5. ⴕᯏ㑐
8. ߘߩઁឭ៤ᣉ⸳

4. ขᒁవ
7. ឭ៤∛㒮

3. ௌᮭ⠪
9. ߘߩઁ㧔       㧕

6. ၞ␠ળ

㗄⋡

೨ᣇㅪ៤

ᓟᣇㅪ៤

࿁╵ᰣ

3. ࠆ⒟ᐲᗧ⼂ߒߡࠆ

6. ஜᐽ㒾⚵วߥߒߘߩ࿅

3. කᏧ߿⋴⼔Ꮷߩቇળ

2. ዋߒૐ

3. ࠆ⒟ᐲ㜞

4. 㜞

4. ࠃߊෳടߒߡࠆ

3. ࠆ⒟ᐲෳടߒߡࠆ

  

࿁

資料
－6
⾗ᢱ AA㧙6

2005 ᐲߩ㐿ታ❣ࠍ⸥ߒߡਅߐޕ

6

E-3㧕⾆∛㒮ߩකᏧ߿∛㒮㐳߇ਥߒߡࠞࡦࡈࠔࡦࠬࠍᐕ㑆ߤߩ⒟ᐲⴕߞߡ߹ߔ߆ޕ

2. ߹ࠅෳടߒߡߥ

1. ߶ߣࠎߤෳടߒߡߥ

ߦⓍᭂ⊛ߦෳടߒߡ߹ߔ߆ޕᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩ  ߟߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

E-2㧕ක≮ߦ㑐ߔࠆਥⷐߥ⺖㗴ߦߟߡޔකᏧ߿⋴⼔Ꮷઁߩߘޔ⡯⒳߇ᄖㇱߩ⎇ⓥળ⎇ୃળ

1. ૐ

ߡߪ߹ࠆ߽ߩ  ߟߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

E-1) ∛㒮᭴ᚑຬߩߊᗧ᰼ߩ⁁ߦߟߡߤߩࠃ߁ߦᗵߓߡ߹ߔ߆ޕᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰ

 '㧦᭴ᚑຬߩߊᗧ᰼ߦߟߡ߅ߨߒ߹ߔޕ

8. ߘߩઁ㧔                㧕

5. ක≮ክ⼏ળߩክ⼏ᆔຬ

7. ⑳∛㒮ㅪ⋖ߥߤߩ∛㒮ߩ⚻༡࿅

2. ᣣᧄකᏧળߥߤ⡯⢻࿅

1. ․ߦ⠨߃ߡߥ
4. ㇱߩ㐿⸳⠪

ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩోߡߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

D-6㧕࿖ߩක≮╷߳ߩࠦࡒ࠶࠻ߣߒߡߤߩࠃ߁ߥ⚻〝ࠍ⠨߃ߡ߹ߔ߆ޕᰴߩㆬᛯ⢇߆

2. ߹ࠅᗧ⼂ߒߡߥ
4. ߆ߥࠅᗧ⼂ߒߡࠆ

1. ోߊᗧ⼂ߒߡߥ

ㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩ  ߟߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

D-5㧕⾆∛㒮ࠍ⚻༡ߒߡߊߢޔၞߦ߅ߌࠆᓎഀࠍߤߩ⒟ᐲᗧ⼂ߒߡ߹ߔ߆ޕᰴߩ

6. ߘߩઁ㧔                         㧕

5. ၞ⸻≮ᚲ∛㒮ߣㅪ៤ߒߚળ⸘ಣℂࠍⴕߞߡࠆ

4. ၞ⸻≮ᚲ∛㒮ߣㅪ៤ߒߚࠢ࠾ࠞ࡞ࡄࠬࠍᚑߒߡࠆ

3. ၞ⸻≮ᚲ∛㒮ߣⓍᭂ⊛ߦᖱႎࠍ឵ߒߡࠆ

2. ၞ⸻≮ᚲ∛㒮ߣⓍᭂ⊛ߦᖚ⠪ߩฃߌࠇ⚫ࠍⴕߞߡࠆ

1. ․ߦㅪ៤ߪⴕߞߡߥ

೨ᣇㅪ៤ޔᓟᣇㅪ៤ߘࠇߙࠇߦߟߡޔᒰߔࠆ߽ߩోߡߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

D-4㧕⾆∛㒮ߦ߅ߌࠆක≮ㅪ៤ߩขࠅ⚵ߺߦߟߡ߅⡞߈ߒ߹ߔޕ

2. ∛㒮᭴ᚑຬ

1. 㐿⸳⠪

ᛯ⢇߆ࠄ 3 ߟએౝߢㆬᛯߒߡਅߐޕ

D-3㧕∛㒮ࠍ⚻༡ߔࠆߦߚߞߡ㧘ᖚ⠪ߣߘߩኅᣖએᄖߦ㊀ⷞߔߴ߈ኂ㑐ଥ⠪ࠍᰴߩㆬ

病院経営の三公準から見た経営課題（平井・福田・山本・下垣内）
125

2. 3. 4.

2.

2. 3. 4.

2.

2. 3. 4.

2. 3. 4.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

㔚ሶࠞ࡞࠹

ੱ⹏ଔᐲ

ේଔ⸘▚

ࡈࠖ࡞ࡓࠬ

ක⮎ಽᬺ

ࠝ࠳ࡦࠣࠪࠬ࠹ࡓ

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

3. 4.

2. 3. 4.

2. 3. 4.

2. 3. 4.

2. 3. 4.

2. 3. 4.

2. 3. 4.

2. 3. 4.

2. 3. 4.

2. 3. 4.

2.

F-2) ᦼᓙᐲ

2. ᬌ⸛ਛ

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

4. ߆ߥࠅᦼᓙߢ߈ࠆ

3. ࠆ⒟ᐲᦼᓙߢ߈ࠆ

3. ࠆ⒟ᐲᯏ⢻ߒߡࠆ

  

4. ੍▚▤ℂ߿ᬺ❣⹏ଔࠍ൮ߔࠆ߽ߩ

6. ක≮ߩ⾰ࠍ㜞ࠆ߽ߩ

8. ၞㅪ៤ߩലᨐࠍ㜞ࠆ߽ߩ

3. QC ࠨࠢ࡞ᵴേߦઍࠊࠆ߽ߩ

5. ∛㒮ౝߩ⚻༡ല₸ࠍ㜞ࠆ߽ߩ

7. ᖚ⠪ߩḩ⿷ᐲࠍ㜞ࠆ߽ߩ

資料
－7
⾗ᢱ AA㧙7

9. ߘߩઁ(                              )

2. ᣇ㊎▤ℂ(⋡ᮡ▤ℂ)ߦઍࠊࠆ߽ߩ

1. 㑐ᔃ߇ߥ

ᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩోߡߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

7

F-4㧕⾆∛㒮ߢߪ BSC㧔ࡃࡦࠬ࠻ࠬࠦࠕࠞ࠼㧕ߦߟߡߤߩࠃ߁ߦᝒ߃ߡ߹ߔ߆ޕ

2. ߹ࠅᯏ⢻ߒߡߥ

4. ࠃߊᯏ⢻ߒߡࠆ

1. ోߊᯏ⢻ߒߡߥ

ࡓߪߤߩ⒟ᐲᯏ⢻ߒߡ߹ߔ߆ޕ

F-3㧕
㧔ዉߒߡࠆ㗄⋡ߦߟߡߛߌߢ⚿᭴ߢߔ㧕⾆∛㒮߇ዉߒߚᐲ߿ࠪࠬ࠹

2. ߹ࠅᦼᓙߢ߈ߥ

1. ߶ߣࠎߤᦼᓙߢ߈ߥ

ߩ⒟ᐲᓎߦ┙ߟߣᦼᓙߢ߈߹ߔ߆ޕ

3. 4.

3. 4.

3. 4.

3. 4.

3. 4.

3. 4.

3. 4.

3. 4.

3. 4.

3. 4.

4. ዉߒߡࠆ

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

F-3) ᯏ⢻ߩ⁁

8. ක≮ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩㅴዷ
11. ዋሶ㜞㦂ൻ

7. ක≮ᯏེߩ㜞ᐲൻ
10. ੱᖱႎ
࿁╵ᰣ

12. ක≮ోߩ⏕

9. వ┵ක≮ߩ㐿⊒

6. ක≮ᐲߩᡷ㕟

3. ᖚ⠪ߩᶖ⾌⠪⊛ะ

2. ක≮ᐲᡷ㕟
8. ᣂ⮎㐿⊒

5. කᏧߩ⏕

6. ⋴⼔Ꮷߩ⏕

3. ᖚ⠪ߩ࠾࠭
 


 


1.  2. 3.
1.  2.  3.

15㧑㨪20㧑એਅ

4.

5.

2.

20㧑㨪25㧑એਅ

5㧑㨪10㧑એਅ

6.

3.

25㧑

10㧑㨪15㧑એਅ

⋴⼔Ꮷ

⮎Ꮷ

ߘߩઁࠦࡔ࠺ࠖࠞ࡞
ᖚ⠪ᧄੱ㧔ኅᣖ㧕

  

資料
－8
⾗ᢱ A
A㧙8

ߘߩઁ㧔                            㧕

ක≮ോ⡯ຬ㧔⓹ญ㧕

කᏧ

ߣᕁࠊࠇࠆੱ᧚ߦోߡ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

8

G-6) 㧔ዉᅤߦ㑐ࠊࠄߕ߅╵߃ਅߐ㧕࠴ࡓක≮ࠍⴕߥ߁ߢߩߘޔදߦਇนᰳߛ

࠴ࡓක≮ߦߟߡ߅ߨߒ߹ߔޕ

5㧑એਅ

1.

ὼ߆߽ޕ

ℂᗐߩឭଏᣇᴺ

G-5㧕⾆∛㒮ߦ߅ߌࠆ⋴⼔Ꮷߩᐕ㑆㔌⡯₸ߦᦨ߽ㄭ߽ߩߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

2. ߹ࠅりߦઃߌߡߥ
4. ࠃߊりߦઃߌߡࠆ

1. りߦઃߌߡߥ
3. ࠆ⒟ᐲりߦઃߌߡࠆ

ᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩ 1 ߟߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

ࠦࡔࡦ࠻ [⮮ᶈੱ1]: ߿ߪࠅ
ઁߩಽߦᜬߞߡߞߚᣇ߇⥄

⁁ߩឭଏᣇᴺ

G-4㧕⾆∛㒮ߩක≮ോᜂᒰ⠪ߪක≮ߦ㑐ߔࠆᔅⷐߥ⍮⼂ࠍりߦઃߌߡࠆߣᕁ߹ߔ߆ޕ

ኾ㐷⊛ߥᴦ≮߇ᔅⷐߥ႐วߪޔฦ⑼ߦ᩺ౝߔࠆ

3. ࡊࠗࡑࠤࠕක߇⸻ᢿߣߣ߽ߦᴦ≮ࠍᣉߒޔ

2. ࡊࠗࡑࠤࠕක߇∝⁁ࠍ⸻ᢿߒޔฦ⑼ߦ᩺ౝߔࠆ

1. ฃઃ߇ᖚ⠪ߩ∝⁁ࠍࠆ⒟ᐲផ᷹ߒޔฦ⑼ߦ᩺ౝߔࠆ

ߡࠇߙࠇߘޔ࿁╵ᰣߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

G-3) ⾆∛㒮ߦ߅ߌࠆ⁁ߢߩೋᦼක≮ߩឭଏᣇᴺߣℂᗐߣߔࠆೋᦼක≮ߩឭଏᣇᴺߦߟ

9. ߘߩઁ㧔                       㧕

7. ක≮ߩ㜞ᐲൻ

4. ઁ∛㒮ߩേ߈

1. ⸻≮ႎ㈽ߩᡷቯ

ࠍ㊀ⷞߒ߹ߔ߆ޕ㊀ⷐߥ߽ߩ߆ࠄ㗅ߦ 2 ߟ߃╵߅ޔਅߐޕ

G-2㧕ᚢ⇛⊛ᗧᕁቯࠍⴕߥ߁ߦᒰߚࠅߥ߁ࠃߩߤޔὐߦ㑐ࠊࠆࠬࠢਇ⏕ታᕈߩⷐ࿃

2. ᖚ⠪ߩஜᐽ↢ⷰߩᄙ᭽ൻ
5. ၞක≮⸘↹㧔ࡌ࠶࠼ⷙ╬㧕

1. ࠞࡦ࠼ࠝࡇ࠾ࠝࡦ
4. ⸻≮ႎ㈽ߩᡷቯ

એౝߢㆬᛯߒߡਅߐޕ

G-1㧕ᓟ∛⾆ޔ㒮ߩ⚻༡ߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߣᕁࠊࠇࠆᤨઍߩᄌൻࠍᰴߩਛ߆ࠄ 4 ߟ

 G㧦ߩ∛㒮ࠍขࠅᏎߊ⁁ᴫߦߟߡ߅ߨߒ߹ߔޕ

立命館経営学（第 46 巻

F-2㧕
㧔ዉᅤߦ㑐ࠊࠄߕ߅╵߃ਅߐ㧕ᒰᐲ߿ࠪࠬ࠹ࡓ߇⾆∛㒮ߩ⚻༡ߦߤ

1. ዉߩ੍ቯߪߥ

3. ዉߦะߌߡḰਛ

㧔ਅ⸥ߩㆬᛯ⢇ࠍෳᾖߒߡᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩߦ٤ࠍઃߌߡߊߛߐ㧕

3. 4.

3. 4.

   F-1㧕ᒰᐲ߿ࠪࠬ࠹ࡓࠍዉߒߡ߹ߔ߆ޕ

ㆬᛯ⢇⟲

2. 3. 4.

1.

3. 4.

2.

1.

3. 4.

࠴ࡓක≮

2.

⚻༡ࠦࡦࠨ࡞

1.

2. 3. 4.

Processing & Distribution

Scorecard

F-1) ዉߩ⁁ᴫ

1.

SPD㧦Supply

BSC㧦Balanced

࿁╵ᰣ

ޣᵈᗧޤ㧦F-3㧕ᯏ⢻ߩ⁁ ߦ㑐ߒߡߪዉߒߡࠆ㗄⋡ߦߟߡߛߌߢ⚿᭴ߢߔޕ

߅ߨߒ߹ߔޕᰴߩ࿁╵ᰣߦ㧘ਅ⸥ߩㆬᛯ⢇⟲߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩࠍㆬ߮٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

ᰴߩ 10 ߩࠪࠬ࠹ࡓ߿ᐲߦ㑐ߒޔዉߩ⁁ᴫ㧘ᦼᓙᐲ㧘ᯏ⢻ߩ⁁( = 30 㗄⋡)ߦߟߡ

 F㧦∛㒮ࠍขࠅᏎߊᐲ߿ࠪࠬ࠹ࡓߩዉߦߟߡ߅ߨߒ߹ߔޕ

∛㒮⚻༡⎇ⓥળ

2006 ᐕ 5 ᧃᣣ

126
第 1 号）

2. ߹ࠅ⸳ߌߡߥ

3. ࠆ⒟ᐲ⸳ߌߡࠆ

4. ࠃߊ⸳ߌߡࠆ

5. ⾌↪ߩჇട

8. ቇ㑓ߩᑷኂ

4. ᭴ᚑຬߩᗧᕁ⛔৻

7. ᑪ‛ߩ᭴ㅧ

9.ᵷ㆜రߩකዪߣߩ㑐ଥ

6. ⑼ࠍ߃ߚࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ

3. ੱ᧚ࠍ⢒ߡࠆ⚵ߺߩᰳᅤ

2. ߹ࠅߥ

3. ࠆ⒟ᐲࠆ

4. චಽߦࠆ

6. ⡯

8. ᮮߩኻੱ㑐ଥ

4. ෘ↢

9. ߘߩઁ㧔               㧕

7. ❑ߩኻੱ㑐ଥ

3. లታߒߚભᥜᐲ

4. ∛㒮ౝߩᖱႎଦㅴ࠷࡞

6. DPC ߩ࠺࠲㓸Ⓧߦਇนᰳߩ࠷࡞

8. ߘߩઁ㧔               㧕

3. ⾌↪߿ේଔࠍૐᷫߔࠆߚߩ࠷࡞

5. ឭ៤∛㒮ߣߩ࠺࠲ଦㅴ࠷࡞

7. ᖚ⠪ߩ⸻≮ᖱႎߩ▤ℂ࠷࡞

2. DPC ߩዉࠍᬌ⸛ߒߡࠆ

  

4. ߆ߥࠅᦼᓙߢ߈ࠆ

3. ࠆ⒟ᐲᦼᓙߢ߈ࠆ

⾗ᢱ A
A㧙9
資料
－9

2. ߹ࠅᦼᓙߢ߈ߥ

1. ߶ߣࠎߤᦼᓙߢ߈ߥ

ᦼᓙߢ߈߹ߔ߆ޕᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩ  ߟߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

9

G-13㧕
㧔ዉߩᅤߦ㑐ࠊࠄߕ߅╵߃ਅߐ㧕DPC ߇⾆∛㒮ߩ⚻༡ߦߤߩ⒟ᐲᓎߦ┙ߟߣ

4. DPC ኻ⽎∛㒮ߦߥߞߡࠆ

3. ࠺࠲ឭଏߩߚߩ DPC Ḱ∛㒮ߣߒߡዉߒߡࠆ

1. ዉ੍ቯߥߒ

ߩ  ߟߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

G-12㧕⾆∛㒮ߩ DPC ߳ߩขࠅ⚵ߺߦߟߡ߅⡞߈ߒ߹ߔޕᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽

DPC(⸻ᢿ⟲ಽ㘃൮⹏ଔ)ߦߟߡ߅ߨߒ߹ߔޕ

2. ᬺോല₸ࠍะߐߖࠆߚߩ࠷࡞

1. ․ߦᓎ┙ߟߎߣߪߥ

ߡ߹ߔ߆ޕᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩోߡߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

G-11㧕㧔ዉᅤߦ㑐ࠊࠄߕ߅╵߃ਅߐ㧕⾆∛㒮ߢߪ㔚ሶࠞ࡞࠹ࠍߤߩࠃ߁ߦ⟎ઃߌ

㔚ሶࠞ࡞࠹ߦߟߡ߅ߨߒ߹ߔޕ

9. ᣉ╷߿▤ℂߦ㑐ߔࠆߎߣ

2. ⛎ਈ

1. ᬺⅣႺ

5. ഭᤨ㑆

G-10㧕᭴ᚑຬ߇ᛴ߃ߡࠆߢࠈ߁ਇḩߣߒߡᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩోߡߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

1. ߥ

߹ࠆ߽ߩ  ߟߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

G-9㧕⾆∛㒮ߢߪޔ⡯ຬߩਇḩࠍฃߌᱛࠆ⚵ߺ߇ࠅ߹ߔ߆ޕᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ

᭴ᚑຬߩਇḩࠍฃߌᱛࠆ⚵ߺߦߟߡ߅ߨߒ߹ߔ

10. ߘߩઁ㧔                              㧕

2. ੱ᧚ߩਇ⿷

1. ක≮ߩ⾰ߩૐਅ

ߡ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

G-8)㧔ዉᅤߦ㑐ࠊࠄߕ߅╵߃ਅߐ㧕࠴ࡓක≮ߩ㓚ኂߦߥࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㗴ߦో

1. ⸳ߌߡߥ

ᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩ 1 ߟߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

G-7) ∛㒮ౝߦ߅ߡࠆߣࠍࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦߚ߃ࠍ⑼ޔᯏળࠍ⸳ߌߡ߹ߔ߆ޕ

∛㒮⚻༡⎇ⓥળ

2006 ᐕ 5 ᧃᣣ

2. ߹ࠅ㜞߹ࠄߥ

3. ࠆ⒟ᐲ㜞߹ࠆ

4. 㜞߹ࠆ

6. ߘߩઁ㧔              㧕

5. ⸻≮ႎ㈽⏕ߩߚ

3. ࠆ⒟ᐲᯏ⢻ߒߡࠆ

4. ߘߩઁࠦࡔ࠺ࠖࠞ࡞ࠬ࠲࠶ࡈ
6. 㒮㐳╬⚻ޔ༡ጀ

3. ⮎Ꮷ
5. ോ⡯

ታᣉߒߡࠆ⡯⒳
࿁ 1. 2. 3. 4. 5. 6
╵
ᬌ⸛ߒߡࠆ⡯⒳
ᰣ
1. 2. 3. 4. 5. 6

  

8. ࠨࡆࠬ(ⴕὑ)ේଔ

資料
－ 10
⾗ᢱAA㧙10

9. ߘߩઁ㧔

2. ⸻≮⑼ේଔ
6. ᖚ⠪ේଔ

5. කᏧේଔ

1. ⚻Ᏹ⊛⸘▚ߩᔅⷐߥේଔߪߥ
4. ∛ේଔ

ࠍᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩోߡߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ
7. ∔∛ේଔ
㧕

3. 㒮-ᄖ᧪ේଔ

10

H-1) ᓟ㧘⾆∛㒮ࠍ⚻༡ߒߡߊߢ㧘⚻Ᏹ⊛ߦ⸘▚ߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣ⠨߃ߡࠆේଔ

 H㧦⾆∛㒮߇ⴕߞߡࠆේଔ⸘▚ߦߟߡ߅ߨߒ߹ߔޕ

G-19㧕ዉߒߡࠆ႐วߪߤߩࠃ߁ߥขࠅ⚵ߺࠍⴕߞߡࠆ߆⇛ࠍᢎ߃ߡਅߐޕ

5. ߘߩઁ㧔                  㧕

4. ᩰㅴ

3. ⾨ਈ㧔ࡏ࠽ࠬ㧕

2. ⛎ਈ

1. ᤋߐߖߡߥ

G-18㧕ੱ⹏ଔߩ⚿ᨐߪߦᤋߒߡ߹ߔ߆ߪߚ߹ޔᤋߒࠃ߁ߒߡ߹ߔ߆ޕ

2. ⋴⼔Ꮷ

1. කᏧ

⡯⒳ࠍߘࠇߙࠇ࿁╵ᰣߦ⸥ߒߡਅߐޕ

  G-17㧕 ੱ⹏ଔᐲߩㆡ↪▸࿐ߦߟߡޔዉࠍታᣉߒߡࠆ⡯⒳ߣᬌ⸛ߒߡࠆ

߅╵߃ਅߐޕ

એਅߩὐ✢ౝߩ⾰ߦߪੱޔ⹏ଔᐲߩዉࠍታᣉ㧘Ḱਛ㧘ᬌ⸛ਛߒߡࠆ႐วߩߺ

ੱ⹏ଔᐲߦߟߡ߅ߨߒ߹ߔޕ

2. ߹ࠅᯏ⢻ߒߡߥ
4. ࠃߊᯏ⢻ߒߡࠆ

1. ోߊᯏ⢻ߒߡߥ

G-16㧕
㧔ዉߒߡࠆ႐วߩߺߢ⚿᭴ߢߔ㧕⾆∛㒮ߢߪ DPC ߪߤߩ⒟ᐲᯏ⢻ߒߡ߹ߔ߆ޕ

2. ၞౝߢߩභ₸ߩಽᨆߩߚ
4. ක⮎ຠක≮᧚ᢱߩᵹㅢᚢ⇛ߩߚ

1. ේଔ⸘▚ߩᯏ⢻ࠍ㜞ࠆߚ
3. ᯏ⢻ಽൻߩߚߩ್ᢿ᧚ᢱߩߚ

ᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩోߡߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

G-15㧕㧔ዉᅤߦ㑐ࠊࠄߕ߅╵߃ਅߐ㧕DPC ዉߩᗧ⟵ߦߟߡߤ߁ᕁࠊࠇ߹ߔ߆ޕ

1. 㜞߹ࠄߥ

ຬߩේଔᗧ⼂߇㜞߹ࠆߣᕁ߹ߔ߆ޕᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄ  ߟߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

G-14㧕
㧔ዉᅤߦ㑐ࠊࠄߕ߅╵߃ਅߐ㧕ᓥ᧪ߩᣇᑼ߆ࠄ DPC ࠍዉߔࠆߎߣߢޔ᭴ᚑ

病院経営の三公準から見た経営課題（平井・福田・山本・下垣内）
127

એਅ I-6)߹ߢߪ㧘ࠄ߆ߩේଔࠍ⸘▚ߒߡࠆ∛㒮ߦߩߺ߅ߨߒ߹ߔޕ

4. DPC ߩዉߦ߃ߡ

6. 㗴ߦߥߞߡࠆߩߢߣߥߊ

8. ᄌേ⾌࿕ቯ⾌ߩಽᛠី

10.ߘߩઁ(            )

3. ᭴ᚑຬߩࠦࠬ࠻ᗧ⼂ࠍ㜞ࠆ

5. ࠦࡦࠨ࡞࠲ࡦ࠻ߦㅴࠄࠇߡ

7. ៊⋉⸘▚ᦠߦ⸻≮ේଔࠍ⸥タߔࠆߚ

9. ⚻༡ಽᨆߩߚ

2.

3.

3.

2. ᤨࠆߡߒ▚⸘ޘ

2. ᰴ

3. ߘߩઁ(

4. ៊⋉⸘▚ᦠ߳⸻≮ේଔࠍ⸥タߔࠆ

6. ᄌേ⾌࿕ቯ⾌ߩಽᛠី

8. ߘߩઁ(            )

3. ᗧᕁቯߩᡰេ

5. ᭴ᚑຬߩࠦࠬ࠻ᗧ⼂ࠍ㜞ࠆ

7. ⚻༡ಽᨆ

  

1. ⴕߞߡߥ

3. ⴕߞߡࠆ

資料
－ 11
⾗ᢱAA㧙11

2. ᬌ⸛ਛ

H-5) ේଔߩ੍ቯ㈩⾮ߥߒޟᮡḰේଔ⸘▚ޕ߆ߔ߹ߡߞⴕࠍޠ

2. ⸻≮ߦ߆߆ࠆࠦࠬ࠻ߩૐᷫ

1. ߩᓎߦ߽┙ߚߥ

ߦోߡ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

11

H-4) ේଔ⸘▚ߪߤߩࠃ߁ߥߎߣߦᓎߦ┙ߞߡࠆߣᗵߓߡ߹ߔ߆ޕᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩ

ઁߦ⸘▚ߐࠇߡࠆේଔ߇ࠇ߫ᓮ⸥ߊߛߐޕ

)

2. ⸻≮⑼ߩᡷᑄ
4. ක≮ᯏེ╬ߩᛩ⾗᩺ߩ⹏ଔ

4. ∛㒮᭴ᚑຬߩᖚ⠪ኻᔕ

4. ࠬࡍࠬ㧔ᑈਅ╬㧕ߢߩኻᔕ

3. ᓙวቶߦ߅ߌࠆኻᔕ

1

1

1

3. ࠆ⒟ᐲ߁߹ߊߞߡࠆ

  

3. ࠆ⒟ᐲኻᔕߔࠆ⥄ା߇ࠆ

⾗ᢱAA㧙12
資料
－ 12

2. ዋޘኻᔕജߦਇ߇ࠆ
4. ኻᔕߔࠆ⥄ା߇ࠆ

1. ኻᔕജߦਇ߇ࠆ

ߡߌࠆߣᗵߓߡ߹ߔ߆ޕ

12

J-2㧕∛ޔ㒮ߪ᭽ᤨߥޘઍߩᄌൻߦ⋥㕙ߒߡ߹ߔ߇∛⾆ޔ㒮ߪߘࠇࠄߩᄌൻߦኻᔕߒ

2. ߹ࠅ߁߹ߊߞߡߥ
4. ߁߹ߊߞߡࠆ

1. ߁߹ߊߞߡߥ

J-1㧕⾆∛㒮ߩㆇ༡ߪ߁߹ߊߞߡࠆߣᗵߓߡ߹ߔ߆ޕ

 J㧦⾆∛㒮ߩ⁁ᴫࠍ✚ߒߡ߅╵߃ਅߐ 

̪2…∛㒮ߩ⺑⽿છߣߪ∛ޔ㒮ߦ߅ߡ߇⊒↢ߒߚᤨߦ↢ߓࠆ␠ޔળߦኻߔࠆ⺑⽿છߥߤ.

̪1…ၞ␠ળ߳ߩᖱႎឭଏߣߪޔવᨴ∛߿∛㒮ߢⴕࠊࠇࠆࠗࡌࡦ࠻╬ޔၞ߿␠ળߦኻߒߡ⋉ߥᖱႎࠍឭଏߔࠆޕ

5. ၞ␠ળ߳ߩᖱႎឭଏ̪1 ߣ∛㒮ߩ⺑⽿છ̪2

2. ࠗࡦࡈࠜࡓ࠼㨯ࠦࡦࡦ࠻
4. ᓙߜᤨ㑆ߩ⍴❗

1. ੱᖱႎߩ▤ℂߣࠞ࡞࠹ߩ㐿␜
3. ᖚ⠪߆ࠄߩᗧ▫߿ࠢࡓߩኻᔕ

I-4㧕⾆∛㒮ߣᖚ⠪ߩ㑐ଥߦ㑐ߒߡ㧘߇⺖㗴ߛߣᕁ߹ߔ߆ޕ

5. ળ⸘⓹ญ㨯⮎ዪߦ߅ߌࠆኻᔕ

2. ⸻ኤቶ㨯∛ቶ㨯ᬌᩏቶߦ߅ߌࠆኻᔕ

1. ฃઃߦ߅ߌࠆኻᔕ

I-3㧕⾆∛㒮ߩ㑐ଥ⠪ߣᖚ⠪߇ធߔࠆ႐ߦ㑐ߒߡ㧘߇⺖㗴ߛߣᕁ߹ߔ߆ޕ

2. ߩޘᜬߟ⢻ജ
5. Ά߃ዧ߈∝⟲

1. ∛㒮᭴ᚑຬߩ߿ࠆ᳇

I-2㧕⾆∛㒮ߩ㑐ଥ⠪ߦ㑐ߒߡ㧘߇⺖㗴ߛߣᕁ߹ߔ߆ޕ
3. ㆊൕോ

3. ∛㒮ౝߩ㔓࿐᳇㧔ᷡẖᗵߥߤ㧕
5. ࠴ࡓක≮

2. ㆊߥක≮ⴕὑ
4. ක≮⸳ߩలታ

1. 㒮ౝᗵᨴ߳ߩኻ╷

I-1㧕⾆∛㒮ߩක≮ߦ㑐ߒߡ㧘߇⺖㗴ߛߣᕁ߹ߔ߆ޕ

1

2

2

2

2

ᨒౝߩฦ⸳ߦߟߡ∛⾆ޔ㒮߇⺖㗴ߛߣ⠨߃ߡࠆ߽ߩࠍ㊀ⷐߥ߽ߩ߆ࠄ㗅ߦ 2 ߟ߃╵߅ޔਅߐޕ

 I㧦⾆∛㒮߇ᛴ߃ࠆ⚻༡⺖㗴ߦߟߡ߅ߨߒ߹ߔޕ

5. ߘߩઁ (                          )

3. ㅪ៤ߦ߅ߌࠆᓎഀಽᜂߩᬌ⸛

1. ᗧᕁቯߩෳ⠨ߣߪߥߞߡߥ

ߩోߡߦ٤ࠍઃߌߡਅߐޕ

H-6) ේଔ⸘▚ߪߤߩࠃ߁ߥᗧᕁቯߩෳ⠨ߦߥߞߡ߹ߔ߆ޕᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽

立命館経営学（第 46 巻

ࡂ) ߽ߒน⢻ߥࠄ߫㧘⸘▚ࠍᆎߚᤨᦼࠍ߅ᢎ߃ߊߛߐޕ

1. ᐕᰴ

ᥲ    ᐕ   

ᥲ    ᐕ   

ࡂ)⸘▚㐿ᆎᤨᦼ

3. ⚻Ᏹ⊛ߦ⸘▚ߒߡࠆ

⸘▚ߐࠇߡࠆ႐วߦߪࡠ)㧘ࡂ)ߦ߽߅╵߃ߊߛߐޕ
ࡠ) ⸘▚ᦼ㑆ࠍᢎ߃ߡߊߛߐޕ

1. ⸘▚ߒߡߥ

ࠗ) ߦឝߍߚේଔࠍ⚻Ᏹ⊛ߦ⸘▚ߐࠇߡ߹ߔ߆ޕ

3.

2.

2.

1.

ᖚ⠪∔∛ේଔ

1.

1.

2.

1.

⸻≮⑼ේଔ

3.

ࡠ)⸘▚ᦼ㑆

ࠗ)⚻Ᏹᕈ

⸻≮⑼㧘ᖚ⠪∔∛ේଔߩ⸘▚⁁ᴫߦߟߡ㧘ߘࠇߙࠇᨒౝߩ⾰ߦ߅╵߃ਅߐޕ

H-3) ⾆∛㒮ߢߪ㧘ߤߩࠃ߁ߥේଔࠍ⸘▚ߒߡ߹ߔ߆ޕ

2. ⸻≮ߦ߆߆ࠆࠦࠬ࠻ߩૐᷫ

1. ᗧᕁቯߩᡰេ

ߡਅߐޕ

H-2) ේଔ⸘▚ࠍዉߒߚ⋡⊛ℂ↱ߪߢߔ߆ޕᰴߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩߦోߡ٤ࠍઃߌ

∛㒮⚻༡⎇ⓥળ

2006 ᐕ 5 ᧃᣣ

128
第 1 号）

129

病院経営の三公準から見た経営課題（平井・福田・山本・下垣内）
ᄢ
∛㒮ฬ
ᚲ
㔚⇟ภ
㪝㪸㫏⇟ภ
⸰
㔚
࿁╵⠪

㪘㪄㪈㪀㐿⸳⠪㪶

㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶

⁛┙ᄌᢙ

㪈㪅࿖
㪉㪅ᣇ⥄ᴦ
㪊㪅ᷣ↢ળ䈭䈬
㪋㪅␠ળ㒾
㪌㪅⋉ᴺੱ
㪍㪅ක≮ᴺੱ
㪎㪅ቇᩞᴺੱ
㪏㪅␠ળᴺੱ
㪐㪅ක≮↢ද
㪈㪇㪅ળ␠
㪈㪈㪅ੱ
㪈㪉㪅䈠䈱ઁ䈱ᴺੱ
㪈㪅✚ว⸻≮⑼
㪉㪅ౝ⑼
㪊㪅ๆེ⑼
㪋㪅ᶖൻེ⑼
㪌㪅⢗⣺⑼
㪍㪅ᓴⅣེ⑼
㪎㪅ዊఽ⑼
㪏㪅♖⚻⑼
㪐㪅♖⑼
㪈㪇㪅⚻⑼
㪈㪈㪅⚻ౝ⑼
㪈㪉㪅⢄⤳⑼
㪈㪊㪅⣢⤳⑼
㪈㪋㪅♧ዩ∛⑼
㪈㪌㪅ౝⷞ㏜⑼
㪈㪍㪅ౝಽᴲ⑼
㪈㪎㪅ᔃ≮ౝ⑼
㪈㪏㪅ⴊᶧౝ⑼
㪈㪐㪅⣖⚻ౝ⑼
㪉㪇㪅ઍ⻢ౝ⑼
㪉㪈㪅⠧ੱ⑼
㪉㪉㪅⣖⚻ᄖ⑼
㪉㪊㪅䍶䍑䍭䍟⑼
㪉㪋㪅䍏䍸䍷䍕䍼䍎⑼
㪉㪌㪅ᄖ⑼
㪉㪍㪅ᢛᒻᄖ⑼
㪉㪎㪅䍛䍬䍽䍎䍠ᢛᒻᄖ⑼
㪉㪏㪅ᒻᚑᄖ⑼
㪉㪐㪅⟤ኈᄖ⑼
㪊㪇㪅⤔ේ∛⑼
㪊㪈㪅ᔃ⤳ᄖ⑼
㪊㪉㪅ๆེᄖ⑼
㪊㪊㪅ᶖൻེᄖ⑼
㪊㪋㪅⣻ㇱᄖ⑼
㪊㪌㪅⢷ㇱᄖ⑼
㪊㪍㪅ዊఽᄖ⑼
㪊㪎㪅⊹⤏ಽᴲེ⑼
㪊㪏㪅⊹⤏⑼
㪊㪐㪅ᴲዩེ⑼
㪋㪇㪅ᕈ∛⑼
㪋㪈㪅⢂㐷⑼
㪋㪉㪅↥ᇚੱ⑼
㪋㪊㪅↥⑼
㪋㪋㪅ᇚੱ⑼
㪋㪌㪅⌒⑼
㪋㪍㪅⡊㥦ຜ༄⑼
㪋㪎㪅ེቭ㘩⑼
㪋㪏㪅✢⑼
㪋㪐㪅ᚻⴚㇱ
㪌㪇㪅ャⴊㇱ
㪌㪈㪅ᢇᢇᕆ⑼
㪌㪉㪅ᱤ⑼ญ⣧ᄖ⑼
㪌㪊㪅㤗㈮⑼
㪌㪋㪅ᱤ⑼
㪌㪌㪅⍶ᱜᱤ⑼
㪌㪍㪅ዊఽᱤ⑼
㪌㪎㪅䍶䍨䍩䍼䍶䍡䍎䍚䍌䍻⑼
㪌㪏㪅䈠䈱ઁ
㪈㪅❗ዊᣇะ
㪉㪅ᄌᦝή䈚
㪊㪅లᣇะ
㪈㪅ቯ䈘䉏䈩䈇䈭䈇
㪉㪅ೋᦼ
㪊㪅╙ੑᰴ
㪋㪅╙ਃᰴ

㪘㪄㪊㪀ᡷᑄ䊶ᣂ⸳㪶

㪘㪄㪋㪀ᢇᕆᜰቯ㪶

㪘㪄㪌㪀∛ᐥᢙ㪶

⸵น䊶৻⥸
⸵น䊶㪠㪚㪬
⸵น䊶㪥㪠㪚㪬
⸵น䊶≮㙃㩿ක≮ဳ㪀
⸵น䊶≮㙃㩿⼔ဳ㪀
⸵น䊶♖
⸵น䊶䈠䈱ઁ
ታ䊶৻⥸
ታ䊶㪠㪚㪬
ታ䊶㪥㪠㪚㪬
ታ䊶≮㙃㩿ක≮ဳ䋩
ታ䊶≮㙃㩿⼔ဳ㪀
ታ䊶♖
ታ䊶䈠䈱ઁ
㪈㪅৻⥸∛ᐥ
㪉㪅ᄌᦝή䈚
㪊㪅≮㙃∛ᐥ

㪘㪄㪍㪀∛ᐥᲧ₸䋨৻⥸㹤≮㙃䋩㪶

㪘㪄㪎㪀᭴ᚑຬੱᢙ㪶

㪘㪄㪏㪀ᄖㇱ⹏ଔ㪶

࿁╵㗄⋡

Ᏹൕ䊶කᏧ
Ᏹൕ䊶⋴⼔Ꮷ
Ᏹൕ䊶⮎Ꮷ
Ᏹൕ䊶䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷
Ᏹൕ䊶৻⥸䊶ഭോ
Ᏹൕ䊶ോ䊶▤ℂ
㕖Ᏹൕ㪆ੱᢙ䊶කᏧ
㕖Ᏹൕ㪆ੱᢙ䊶⋴⼔Ꮷ
㕖Ᏹൕ㪆ੱᢙ䊶⮎Ꮷ
㕖Ᏹൕ㪆ੱᢙ䊶䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷
㕖Ᏹൕ㪆ੱᢙ䊶৻⥸䊶ഭോ
㕖Ᏹൕ㪆ੱᢙ䊶ോ䊶▤ℂ
㕖Ᏹൕ㪆Ᏹൕ឵▚䊶කᏧ
㕖Ᏹൕ㪆Ᏹൕ឵▚䊶⋴⼔Ꮷ
㕖Ᏹൕ㪆Ᏹൕ឵▚䊶⮎Ꮷ
㕖Ᏹൕ㪆Ᏹൕ឵▚䊶䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷
㕖Ᏹൕ㪆Ᏹൕ឵▚䊶৻⥸䊶ഭോ
㕖Ᏹൕ㪆Ᏹൕ឵▚䊶ോ䊶▤ℂ
ᵷ㆜ή䊶කᏧ
ᵷ㆜ή䊶⋴⼔Ꮷ
ᵷ㆜ή䊶⮎Ꮷ
ᵷ㆜ή䊶䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷
ᵷ㆜ή䊶৻⥸䊶ഭോ
ᵷ㆜ή䊶ോ䊶▤ℂ
㪈㪅㪠㪪㪦㪐㪇㪇㪇䍚䍶䍎䍛䍼
㪉㪅㪠㪪㪦㪈㪋㪇㪇㪇䍚䍶䍎䍛䍼
㪊㪅䍪䍽䍵䍐䍨䍼䍚䍎䍭䍎䍖
㪋㪅ක≮ᯏ⢻⹏ଔᯏ᭴䋨㪭㪼㫉㪅䇭䇭䇭䋩
㪌㪅䈠䈱ઁ䈱ᄖㇱ⹏ଔ

ਥᚑಽ䊤䊔䊦
∛㒮ฬ
ᚲ
㔚⇟ภ
㪝㪸㫏⇟ภ
⸰
㔚
࿁╵⠪
㪘㪄㪈㪀㐿⸳⠪㪶㪈㪅࿖
㪘㪄㪈㪀㐿⸳⠪㪶㪉㪅ᣇ⥄ᴦ
㪘㪄㪈㪀㐿⸳⠪㪶㪊㪅ᷣ↢ળ䈭䈬
㪘㪄㪈㪀㐿⸳⠪㪶㪋㪅␠ળ㒾
㪘㪄㪈㪀㐿⸳⠪㪶㪌㪅⋉ᴺੱ
㪘㪄㪈㪀㐿⸳⠪㪶㪍㪅ක≮ᴺੱ
㪘㪄㪈㪀㐿⸳⠪㪶㪎㪅ቇᩞᴺੱ
㪘㪄㪈㪀㐿⸳⠪㪶㪏㪅␠ળᴺੱ
㪘㪄㪈㪀㐿⸳⠪㪶㪐㪅ක≮↢ද
㪘㪄㪈㪀㐿⸳⠪㪶㪈㪇㪅ળ␠
㪘㪄㪈㪀㐿⸳⠪㪶㪈㪈㪅ੱ
㪘㪄㪈㪀㐿⸳⠪㪶㪈㪉㪅䈠䈱ઁ䈱ᴺੱ
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪈㪅✚ว⸻≮⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪉㪅ౝ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪊㪅ๆེ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪋㪅ᶖൻེ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪌㪅⢗⣺⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪍㪅ᓴⅣེ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪎㪅ዊఽ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪏㪅♖⚻⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪐㪅♖⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪈㪇㪅⚻⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪈㪈㪅⚻ౝ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪈㪉㪅⢄⤳⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪈㪊㪅⣢⤳⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪈㪋㪅♧ዩ∛⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪈㪌㪅ౝⷞ㏜⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪈㪍㪅ౝಽᴲ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪈㪎㪅ᔃ≮ౝ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪈㪏㪅ⴊᶧౝ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪈㪐㪅⣖⚻ౝ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪉㪇㪅ઍ⻢ౝ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪉㪈㪅⠧ੱ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪉㪉㪅⣖⚻ᄖ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪉㪊㪅䍶䍑䍭䍟⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪉㪋㪅䍏䍸䍷䍕䍼䍎⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪉㪌㪅ᄖ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪉㪍㪅ᢛᒻᄖ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪉㪎㪅䍛䍬䍽䍎䍠ᢛᒻᄖ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪉㪏㪅ᒻᚑᄖ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪉㪐㪅⟤ኈᄖ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪊㪇㪅⤔ේ∛⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪊㪈㪅ᔃ⤳ᄖ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪊㪉㪅ๆེᄖ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪊㪊㪅ᶖൻེᄖ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪊㪋㪅⣻ㇱᄖ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪊㪌㪅⢷ㇱᄖ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪊㪍㪅ዊఽᄖ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪊㪎㪅⊹⤏ಽᴲེ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪊㪏㪅⊹⤏⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪊㪐㪅ᴲዩེ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪋㪇㪅ᕈ∛⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪋㪈㪅⢂㐷⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪋㪉㪅↥ᇚੱ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪋㪊㪅↥⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪋㪋㪅ᇚੱ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪋㪌㪅⌒⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪋㪍㪅⡊㥦ຜ༄⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪋㪎㪅ེቭ㘩⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪋㪏㪅✢⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪋㪐㪅ᚻⴚㇱ
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪌㪇㪅ャⴊㇱ
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪌㪈㪅ᢇᢇᕆ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪌㪉㪅ᱤ⑼ญ⣧ᄖ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪌㪊㪅㤗㈮⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪌㪋㪅ᱤ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪌㪌㪅⍶ᱜᱤ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪌㪍㪅ዊఽᱤ⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪌㪎㪅䍶䍨䍩䍼䍶䍡䍎䍚䍌䍻⑼
㪘㪄㪉㪀⸻≮⑼⋡㪶㪌㪏㪅䈠䈱ઁ
㪘㪄㪊㪀ᡷᑄ䊶ᣂ⸳

ജᜰ␜
䈠䈱䉁䉁
䈠䈱䉁䉁
䈠䈱䉁䉁
䈠䈱䉁䉁
䈠䈱䉁䉁
䈠䈱䉁䉁
䈠䈱䉁䉁

න⚐㓸⸘ಣℂ

⸃ᨆಣℂ

㬍

㬍

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

ᢙಣℂ

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

ో∛ᐥᢙ

ో∛ᐥᢙ

㪘㪄㪋㪀ᢇᕆᜰቯ

㪘㪄㪌㪀∛ᐥᢙ㪶⸵น䊶৻⥸
㪘㪄㪌㪀∛ᐥᢙ㪶⸵น䊶㪠㪚㪬
㪘㪄㪌㪀∛ᐥᢙ㪶⸵น䊶㪥㪠㪚㪬
㪘㪄㪌㪀∛ᐥᢙ㪶⸵น䊶≮㙃㩿ක≮ဳ㪀
㪘㪄㪌㪀∛ᐥᢙ㪶⸵น䊶≮㙃㩿⼔ဳ㪀
㪘㪄㪌㪀∛ᐥᢙ㪶⸵น䊶♖
㪘㪄㪌㪀∛ᐥᢙ㪶⸵น䊶䈠䈱ઁ
㪘㪄㪌㪀∛ᐥᢙ㪶ታ䊶৻⥸
㪘㪄㪌㪀∛ᐥᢙ㪶ታ䊶㪠㪚㪬
㪘㪄㪌㪀∛ᐥᢙ㪶ታ䊶㪥㪠㪚㪬
㪘㪄㪌㪀∛ᐥᢙ㪶ታ䊶≮㙃㩿ක≮ဳ䋩
㪘㪄㪌㪀∛ᐥᢙ㪶ታ䊶≮㙃㩿⼔ဳ㪀
㪘㪄㪌㪀∛ᐥᢙ㪶ታ䊶♖
㪘㪄㪌㪀∛ᐥᢙ㪶ታ䊶䈠䈱ઁ
㪘㪄㪍㪀∛ᐥᲧ₸䋨৻⥸㹤≮㙃䋩㪶

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶Ᏹൕ䊶කᏧ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶Ᏹൕ䊶⋴⼔Ꮷ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶Ᏹൕ䊶⮎Ꮷ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶Ᏹൕ䊶䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶Ᏹൕ䊶৻⥸䊶ഭോ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶Ᏹൕ䊶ോ䊶▤ℂ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶㕖Ᏹൕ㪆ੱᢙ䊶කᏧ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶㕖Ᏹൕ㪆ੱᢙ䊶⋴⼔Ꮷ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶㕖Ᏹൕ㪆ੱᢙ䊶⮎Ꮷ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶㕖Ᏹൕ㪆ੱᢙ䊶䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶㕖Ᏹൕ㪆ੱᢙ䊶৻⥸䊶ഭോ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶㕖Ᏹൕ㪆ੱᢙ䊶ോ䊶▤ℂ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶㕖Ᏹൕ㪆Ᏹൕ឵▚䊶කᏧ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶㕖Ᏹൕ㪆Ᏹൕ឵▚䊶⋴⼔Ꮷ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶㕖Ᏹൕ㪆Ᏹൕ឵▚䊶⮎Ꮷ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶㕖Ᏹൕ㪆Ᏹൕ឵▚䊶䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶㕖Ᏹൕ㪆Ᏹൕ឵▚䊶৻⥸䊶ഭോ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶㕖Ᏹൕ㪆Ᏹൕ឵▚䊶ോ䊶▤ℂ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶ᵷ㆜ή䊶කᏧ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶ᵷ㆜ή䊶⋴⼔Ꮷ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶ᵷ㆜ή䊶⮎Ꮷ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶ᵷ㆜ή䊶䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶ᵷ㆜ή䊶৻⥸䊶ഭോ
㪘㪄㪎㪀ੱᢙ㪶ᵷ㆜ή䊶ോ䊶▤ℂ
㪘㪄㪏㪀ᄖ⹏㪶㪈㪅㪠㪪㪦㪐㪇㪇㪇䍚䍶䍎䍛䍼
㪘㪄㪏㪀ᄖ⹏㪶㪉㪅㪠㪪㪦㪈㪋㪇㪇㪇䍚䍶䍎䍛䍼
㪘㪄㪏㪀ᄖ⹏㪶㪊㪅䍪䍽䍵䍐䍨䍼䍚䍎䍭䍎䍖
㪘㪄㪏㪀ᄖ⹏㪶㪋㪅ක≮ᯏ⢻⹏ଔᯏ᭴䋨㪭㪼㫉㪅䇭䇭䇭䋩
㪘㪄㪏㪀ᄖ⹏㪶㪌㪅䈠䈱ઁ䈱ᄖㇱ⹏ଔ

資料 A － 13

⾗ᢱ䇭㪘䋭㪈㪋

䈠䈱䉁䉁

㪇㪃㪈ജ

䇱䈱ታ∛ᐥᢙ㪆 䇱䈱ታ∛ᐥᢙ㪆
ో⸵น∛ᐥᢙ
ో⸵น∛ᐥᢙ

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

ోታ∛ᐥᢙ㪆
ฦ⡯⒳ੱᢙ

ోታ∛ᐥᢙ㪆
ฦ⡯⒳ੱᢙ

㕖Ᏹൕഀว

㕖Ᏹൕഀว

ᵷ㆜䈱ή䈲
㪇㪃㪈ജ

ᵷ㆜䈱ή䈲
㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

立命館経営学（第 46 巻

130
ᄢ
㪘㪄㪐㪀ᆔຬળ⸳⟎㪶

㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶

㪙㪄㪉㪀ᖚ⠪䊂䊷䉺㪶

㪙㪄㪊㪀䉝䉡䊃䉸䊷䉲䊮䉫㪶

㪙㪄㪋㪀⑼Ფ⾌↪ᛠី㪶

㪙㪄㪌㪀ᷫଔఘළኻ⽎㪶

⁛┙ᄌᢙ
㪈㪅ක≮ోኻ╷
㪉㪅㒮ౝᗵᨴኻ╷
㪊㪅ක≮ᑄ᫈‛ㆡᱜಣℂ
කᬺ⋉
කᬺ⾌↪
කᏧ
⋴⼔Ꮷ
⮎Ꮷ
䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷
ോ⡯╬
䋨䈠䈱ౝോ䊶▤ℂ䋩
䋨䈠䈱ౝ৻⥸䊶ഭോ䋩
ੱઙ⾌ว⸘
ක⮎ຠ⾌
⸻≮᧚ᢱ⾌
⛎㘩⾌
ක≮ᯏེ䈱ᷫఘ⾌㪂⛽ᜬ⾌
ᄖㇱᆔ⸤⾌
ᑪ‛╬ᷫଔఘළ⾌
⎇ⓥ䊶⎇ୃ⾌
᳓శᾲ╬‛ઙ⾌
ੱઙ⾌એᄖ䈱⾌↪ว⸘
㒮㪆ᖚ⠪ᢙ䋨㪈ᣣᐔဋ䋩
㒮㪆⸻≮නଔ
㒮㪆ᐔဋ㒮ᣣᢙ
ᄖ᧪㪆ᖚ⠪ᢙ䋨㪈ᣣᐔဋ䋩
ᄖ᧪㪆⸻≮නଔ
㪈㪅ⴕ䈦䈩䈇䈭䈇
㪉㪅ኢౕ⸳
㪊㪅ᷡ
㪋㪅ᵞữ䊶䍶䍦䍻
㪌㪅ᖚ⠪⛎㘩
㪍㪅ᶖᲥṌ⩶
7.ᬌᩏ
㪏㪅ක≮ോ䋨⸥ή䈚䋩
㪐㪅ක≮ോ䋨⸥䉍䋩
㪈㪇㪅䈠䈱ઁ
㪈㪅ᛠី䈚䈩䈇䈭䈇
㪉㪅ੱઙ⾌
㪊㪅ක⮎ຠ⾌
㪋㪅⸻≮᧚ᢱ⾌
㪌㪅⛎㘩⾌
㪍㪅ᄖㇱᆔ⸤⾌
7.⎇ⓥ䊶⎇ୃ⾌
㪏㪅ᯏེ䈱ᷫఘ⾌䋫⛽ᜬ⾌
㪐㪅ᑪ‛╬ᷫఘ⾌
㪈㪇㪅᳓శᾲ╬‛ઙ⾌
㪈㪅⸘䈚䈩䈇䈭䈇
㪉㪅ᑪ‛╬
㪊㪅ઃዻ⸳
㪋㪅ක≮ᯏེ
㪌㪅䈠䈱ઁᯏེ䍃ຠ
㪍㪅ήᒻ࿕ቯ⾗↥
㪎㪅ゞਔ䍃⦁⥾╬
㪏㪅䈠䈱ઁ

㪈㪅∛㒮ળ⸘Ḱೣ
㪉㪅䈠䈱ઁ

㪙㪄㪍㪀ળ⸘ಣℂ㪶

㪙㪄㪎㪀⽷ോ⻉㐿㪶

㪚㪄㪈㪀ᗧᕁቯᮭ㪶

㪚㪄㪉㪀⚻༡ጀℂᗐ㪶

㪚㪄㪊㪀⼔䊶ᬺ㪶

㪚㪄㪋㪀ᢎ⢒䊶⎇ⓥᬺ㪶

㪚㪄㪌㪀ၞ䊶⽸₂ᬺ㪶

㪚㪄㪍㪀ᬺ䊶⚻༡㕙㪶
㪚㪄㪎㪀ᬺ䊶ળ⸘㕙㪶

㪛㪄㪈㪀㊀ⷞ䊶ㆇ༡ᣇ㊎㪶

㪛㪄㪉㪀㊀ⷞ䊶∛㒮⚻༡㪶

㪛㪄㪊㪀㊀ⷞ䊶ኂ㑐ଥ⠪㪶

࿁╵㗄⋡

㪈㪅៊⋉⸘▚ᦠ
㪉㪅⾉୫ኻᾖ
㪊㪅䍕䍊䍍䍚䍋䍪䍹䍎⸘▚ᦠ
㪋㪅ㅪ⚿⽷ോ⻉
㪌㪅䍜䍖䍼䍰䍻䍢ᖱႎ
㪍㪅䈠䈱ઁ
㪈㪅∛㒮㐳
㪉㪅ോዪ㐳
㪊㪅ℂ㐳
㪋㪅ㇱᯏ㑐
㪌㪅㐿⸳⠪
㪍㪅䈠䈱ઁ
㪈㪅කᏧ
㪉㪅⚻༡䍧䍑䍨䍑
㪊㪅䍞䍼䍪䍼䍷䍢䍍䍪䍽
㪈㪅ⴕ䈦䈩䈇䈭䈇
㪉㪅⠧ੱஜᣉ⸳
㪊㪅․㙃⼔⠧ੱ䍬䍎䍯
㪋㪅䍗䍏ઃ䍭䍻䍚䍌䍻
㪌㪅⚵❱䉕⸳┙
㪍㪅䈠䈱ઁ
㪈㪅ⴕ䈦䈩䈇䈭䈇
㪉㪅⋴⼔ቇᩞ
㪊㪅䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷䈱ቇᩞ
㪋㪅ක≮ോ䈱ቇᩞ
㪌㪅⥃ᐥ⎇ୃක䈱㙃ᚑ
㪍㪅ᣂ⮎㐿⊒
㪎㪅ᣂ⮎䈮㑐䈜䉎ᴦ㛎
㪏㪅ක≮ᯏེ䈱㐿⊒
㪐㪅∛ℂ䈠䈱䉅䈱䈱ᢎ⢒
㪈㪇㪅ᴦ≮ᴺ䈱㐿⊒
㪈㪈㪅䈠䈱ઁ
㪈㪅ⴕ䈦䈩䈇䈭䈇
㪉㪅ฦቇᩞ䈻䈱੍㒐ធ⒳
㪊㪅ฦ∛⁁䈱䍜䍮䍣䍎㐿⻠
㪋㪅ஜᐽ⸻ᢿ
㪌㪅ஜᚲ䈱ክᩏᬺോ
㪍㪅䈠䈱ઁ
⼔
ᢎ⢒⎇ⓥ
ၞ⽸₂
⼔
ᢎ⢒⎇ⓥ
ၞ⽸₂
㪈㪅⼔䍃
㪉㪅ᢎ⢒䊶⎇ⓥ
㪊㪅ၞ⽸₂
㪋㪅ᢇᕆක≮
㪌㪅䍪䍽䍵䍐䍭䍶䍗䍏
㪍㪅ኾ㐷ක≮ಽ㊁䈱ᒝൻ
㪎㪅ੱ᧚䈱⏕
㪏㪅ᄖㇱᆔ⸤䈱ᄙ᭽ൻ
㪐㪅ᖱႎ䍚䍛䍡䍯䈱⏕┙
㪈㪇㪅ක≮╷䈱੍᷹䊶ኻᔕ
㪈㪈㪅⸻≮䈱ᄢ
㪈㪉㪅ၞ∛㒮䊶ක㒮䈫䈱ㅪ៤
㪈㪅⽷ോળ⸘
㪉㪅⾗㊄⺞㆐
㪊㪅⚵❱ੱ▤ℂ
㪋㪅ᬺᚢ⇛
㪌㪅䍭䍎䍗䍡䍆䍻䍖䍼
㪍㪅‛ᵹ▤ℂ
㪎㪅䍶䍛䍖▤ℂ
㪏㪅⒢㊄㑐ଥ
㪐㪅᧪㒮⠪ធㆄ
㪈㪇㪅▤ℂળ⸘
㪈㪈㪅䍓䍎䍞䍼䍶䍻䍖䍼╬ᖱႎ䍚䍛䍡䍯
㪈㪉㪅䈠䈱ઁ
㪈㪅㐿⸳⠪
㪉㪅∛㒮᭴ᚑຬ
㪊㪅ௌᮭ⠪
㪋㪅ขᒁవ
㪌㪅ⴕᯏ㑐
㪍㪅ၞ␠ળ
㪎㪅ឭ៤∛㒮
㪏㪅䈠䈱ઁឭ៤ᣉ⸳
㪐㪅䈠䈱ઁ

第 1 号）

ਥᚑಽ䊤䊔䊦
㪘㪄㪐㪀ᆔຬળ㪶㪈㪅ක≮ోኻ╷
㪘㪄㪐㪀ᆔຬળ㪶㪉㪅㒮ౝᗵᨴኻ╷
㪘㪄㪐㪀ᆔຬળ㪶㪊㪅ක≮ᑄ᫈‛ㆡᱜಣℂ
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶කᬺ⋉
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶කᬺ⾌↪
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶කᏧ
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶⋴⼔Ꮷ
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶⮎Ꮷ
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶ോ⡯╬
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶䋨䈠䈱ౝോ䊶▤ℂ䋩
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶䋨䈠䈱ౝ৻⥸䊶ഭോ䋩
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶ੱઙ⾌ว⸘
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶ක⮎ຠ⾌
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶⸻≮᧚ᢱ⾌
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶⛎㘩⾌
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶ක≮ᯏེ䈱ᷫఘ⾌㪂⛽ᜬ⾌
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶ᄖㇱᆔ⸤⾌
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶ᑪ‛╬ᷫଔఘළ⾌
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶⎇ⓥ䊶⎇ୃ⾌
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶᳓శᾲ╬‛ઙ⾌
㪙㪄㪈㪀⚻༡⁁ᴫ㪶ੱઙ⾌એᄖ䈱⾌↪ว⸘
㪙㪄㪉㪀ᖚ⠪䍡䍼䍎䍞㪶㒮㪆ᖚ⠪ᢙ䋨㪈ᣣᐔဋ䋩
㪙㪄㪉㪀ᖚ⠪䍡䍼䍎䍞㪶㒮㪆⸻≮නଔ
㪙㪄㪉㪀ᖚ⠪䍡䍼䍎䍞㪶㒮㪆ᐔဋ㒮ᣣᢙ
㪙㪄㪉㪀ᖚ⠪䍡䍼䍎䍞㪶ᄖ᧪㪆ᖚ⠪ᢙ䋨㪈ᣣᐔဋ䋩
㪙㪄㪉㪀ᖚ⠪䍡䍼䍎䍞㪶ᄖ᧪㪆⸻≮නଔ
㪙㪄㪊㪀䍏䍑䍢䍝䍎䍚䍻䍖䍼㪶㪈㪅ⴕ䈦䈩䈇䈭䈇
㪙㪄㪊㪀䍏䍑䍢䍝䍎䍚䍻䍖䍼㪶㪉㪅ኢౕ⸳
㪙㪄㪊㪀䍏䍑䍢䍝䍎䍚䍻䍖䍼㪶㪊㪅ᷡ
㪙㪄㪊㪀䍏䍑䍢䍝䍎䍚䍻䍖䍼㪶㪋㪅ᵞữ䊶䍶䍦䍻
㪙㪄㪊㪀䍏䍑䍢䍝䍎䍚䍻䍖䍼㪶㪌㪅ᖚ⠪⛎㘩
㪙㪄㪊㪀䍏䍑䍢䍝䍎䍚䍻䍖䍼㪶㪍㪅ᶖᲥṌ⩶
㪙㪄㪊㪀䍏䍑䍢䍝䍎䍚䍻䍖䍼㪶㪎㪅ᬌᩏ
㪙㪄㪊㪀䍏䍑䍢䍝䍎䍚䍻䍖䍼㪶㪏㪅ක≮ോ䋨⸥ή䈚䋩
㪙㪄㪊㪀䍏䍑䍢䍝䍎䍚䍻䍖䍼㪶㪐㪅ක≮ോ䋨⸥䉍䋩
㪙㪄㪊㪀䍏䍑䍢䍝䍎䍚䍻䍖䍼㪶㪈㪇㪅䈠䈱ઁ
㪙㪄㪋㪀⑼Ფ⾌↪ᛠី㪶㪈㪅ᛠី䈚䈩䈇䈭䈇
㪙㪄㪋㪀⑼Ფ⾌↪ᛠី㪶㪉㪅ੱઙ⾌
㪙㪄㪋㪀⑼Ფ⾌↪ᛠី㪶㪊㪅ක⮎ຠ⾌
㪙㪄㪋㪀⑼Ფ⾌↪ᛠី㪶㪋㪅⸻≮᧚ᢱ⾌
㪙㪄㪋㪀⑼Ფ⾌↪ᛠី㪶㪌㪅⛎㘩⾌
㪙㪄㪋㪀⑼Ფ⾌↪ᛠី㪶㪍㪅ᄖㇱᆔ⸤⾌
㪙㪄㪋㪀⑼Ფ⾌↪ᛠី㪶㪎㪅⎇ⓥ䊶⎇ୃ⾌
㪙㪄㪋㪀⑼Ფ⾌↪ᛠី㪶㪏㪅ᯏེ䈱ᷫఘ⾌䋫⛽ᜬ⾌
㪙㪄㪋㪀⑼Ფ⾌↪ᛠី㪶㪐㪅ᑪ‛╬ᷫఘ⾌
㪙㪄㪋㪀⑼Ფ⾌↪ᛠី㪶㪈㪇㪅᳓శᾲ╬‛ઙ⾌
㪙㪄㪌㪀ᷫఘኻ⽎㪶㪈㪅⸘䈚䈩䈇䈭䈇
㪙㪄㪌㪀ᷫఘኻ⽎㪶㪉㪅ᑪ‛╬
㪙㪄㪌㪀ᷫఘኻ⽎㪶㪊㪅ઃዻ⸳
㪙㪄㪌㪀ᷫఘኻ⽎㪶㪋㪅ක≮ᯏེ
㪙㪄㪌㪀ᷫఘኻ⽎㪶㪌㪅䈠䈱ઁᯏེ䍃ຠ
㪙㪄㪌㪀ᷫఘኻ⽎㪶㪍㪅ήᒻ࿕ቯ⾗↥
㪙㪄㪌㪀ᷫఘኻ⽎㪶㪎㪅ゞਔ䍃⦁⥾╬
㪙㪄㪌㪀ᷫఘኻ⽎㪶㪏㪅䈠䈱ઁ
㪙㪄㪍㪀ળ⸘ಣℂ㪶
㪙㪄㪎㪀⽷㐿㪶㪈㪅៊⋉⸘▚ᦠ
㪙㪄㪎㪀⽷㐿㪶㪉㪅⾉୫ኻᾖ
㪙㪄㪎㪀⽷㐿㪶㪊㪅䍕䍊䍍䍚䍋䍪䍹䍎⸘▚ᦠ
㪙㪄㪎㪀⽷㐿㪶㪋㪅ㅪ⚿⽷ോ⻉
㪙㪄㪎㪀⽷㐿㪶㪌㪅䍜䍖䍼䍰䍻䍢ᖱႎ
㪙㪄㪎㪀⽷㐿㪶㪍㪅䈠䈱ઁ
㪚㪄㪈㪀ᗧᕁቯᮭ㪶㪈㪅∛㒮㐳
㪚㪄㪈㪀ᗧᕁቯᮭ㪶㪉㪅ോዪ㐳
㪚㪄㪈㪀ᗧᕁቯᮭ㪶㪊㪅ℂ㐳
㪚㪄㪈㪀ᗧᕁቯᮭ㪶㪋㪅ㇱᯏ㑐
㪚㪄㪈㪀ᗧᕁቯᮭ㪶㪌㪅㐿⸳⠪
㪚㪄㪈㪀ᗧᕁቯᮭ㪶㪍㪅䈠䈱ઁ
㪚㪄㪉㪀⚻༡ጀℂᗐ㪶㪈㪅කᏧ
㪚㪄㪉㪀⚻༡ጀℂᗐ㪶㪉㪅⚻༡䍧䍑䍨䍑
㪚㪄㪉㪀⚻༡ጀℂᗐ㪶㪊㪅䍞䍼䍪䍼䍷䍢䍍䍪䍽
㪚㪄㪊㪀⼔䊶㪶㪈㪅ⴕ䈦䈩䈇䈭䈇
㪚㪄㪊㪀⼔䊶㪶㪉㪅⠧ੱஜᣉ⸳
㪚㪄㪊㪀⼔䊶㪶㪊㪅․㙃⼔⠧ੱ䍬䍎䍯
㪚㪄㪊㪀⼔䊶㪶㪋㪅䍗䍏ઃ䍭䍻䍚䍌䍻
㪚㪄㪊㪀⼔䊶㪶㪌㪅⚵❱䉕⸳┙
㪚㪄㪊㪀⼔䊶㪶㪍㪅䈠䈱ઁ
㪚㪄㪋㪀ᢎ⢒䊶⎇ⓥ㪶㪈㪅ⴕ䈦䈩䈇䈭䈇
㪚㪄㪋㪀ᢎ⢒䊶⎇ⓥ㪶㪉㪅⋴⼔ቇᩞ
㪚㪄㪋㪀ᢎ⢒䊶⎇ⓥ㪶㪊㪅䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷䈱ቇᩞ
㪚㪄㪋㪀ᢎ⢒䊶⎇ⓥ㪶㪋㪅ක≮ോ䈱ቇᩞ
㪚㪄㪋㪀ᢎ⢒䊶⎇ⓥ㪶㪌㪅⥃ᐥ⎇ୃක䈱㙃ᚑ
㪚㪄㪋㪀ᢎ⢒䊶⎇ⓥ㪶㪍㪅ᣂ⮎㐿⊒
㪚㪄㪋㪀ᢎ⢒䊶⎇ⓥ㪶㪎㪅ᣂ⮎䈮㑐䈜䉎ᴦ㛎
㪚㪄㪋㪀ᢎ⢒䊶⎇ⓥ㪶㪏㪅ක≮ᯏེ䈱㐿⊒
㪚㪄㪋㪀ᢎ⢒䊶⎇ⓥ㪶㪐㪅∛ℂ䈠䈱䉅䈱䈱ᢎ⢒
㪚㪄㪋㪀ᢎ⢒䊶⎇ⓥ㪶㪈㪇㪅ᴦ≮ᴺ䈱㐿⊒
㪚㪄㪋㪀ᢎ⢒䊶⎇ⓥ㪶㪈㪈㪅䈠䈱ઁ
㪚㪄㪌㪀ၞ䊶⽸₂㪶㪈㪅ⴕ䈦䈩䈇䈭䈇
㪚㪄㪌㪀ၞ䊶⽸₂㪶㪉㪅ฦቇᩞ䈻䈱੍㒐ធ⒳
㪚㪄㪌㪀ၞ䊶⽸₂㪶㪊㪅ฦ∛⁁䈱䍜䍮䍣䍎㐿⻠
㪚㪄㪌㪀ၞ䊶⽸₂㪶㪋㪅ஜᐽ⸻ᢿ
㪚㪄㪌㪀ၞ䊶⽸₂㪶㪌㪅ஜᚲ䈱ክᩏᬺോ
㪚㪄㪌㪀ၞ䊶⽸₂㪶㪍㪅䈠䈱ઁ
㪚㪄㪍㪀ᬺ䊶⚻༡㪶⼔
㪚㪄㪍㪀ᬺ䊶⚻༡㪶ᢎ⢒⎇ⓥ
㪚㪄㪍㪀ᬺ䊶⚻༡㪶ၞ⽸₂
㪚㪄㪎㪀ᬺ䊶ળ⸘㪶⼔
㪚㪄㪎㪀ᬺ䊶ળ⸘㪶ᢎ⢒⎇ⓥ
㪚㪄㪎㪀ᬺ䊶ળ⸘㪶ၞ⽸₂
㪛㪄㪈㪀㊀ⷞ䊶ㆇ༡ᣇ㊎㪶㪈㪅⼔䍃
㪛㪄㪈㪀㊀ⷞ䊶ㆇ༡ᣇ㊎㪶㪉㪅ᢎ⢒䊶⎇ⓥ
㪛㪄㪈㪀㊀ⷞ䊶ㆇ༡ᣇ㊎㪶㪊㪅ၞ⽸₂
㪛㪄㪈㪀㊀ⷞ䊶ㆇ༡ᣇ㊎㪶㪋㪅ᢇᕆක≮
㪛㪄㪈㪀㊀ⷞ䊶ㆇ༡ᣇ㊎㪶㪌㪅䍪䍽䍵䍐䍭䍶䍗䍏
㪛㪄㪈㪀㊀ⷞ䊶ㆇ༡ᣇ㊎㪶㪍㪅ኾ㐷ක≮ಽ㊁䈱ᒝൻ
㪛㪄㪈㪀㊀ⷞ䊶ㆇ༡ᣇ㊎㪶㪎㪅ੱ᧚䈱⏕
㪛㪄㪈㪀㊀ⷞ䊶ㆇ༡ᣇ㊎㪶㪏㪅ᄖㇱᆔ⸤䈱ᄙ᭽ൻ
㪛㪄㪈㪀㊀ⷞ䊶ㆇ༡ᣇ㊎㪶㪐㪅ᖱႎ䍚䍛䍡䍯䈱⏕┙
㪛㪄㪈㪀㊀ⷞ䊶ㆇ༡ᣇ㊎㪶㪈㪇㪅ක≮╷䈱੍᷹䊶ኻᔕ
㪛㪄㪈㪀㊀ⷞ䊶ㆇ༡ᣇ㊎㪶㪈㪈㪅⸻≮䈱ᄢ
㪛㪄㪈㪀㊀ⷞ䊶ㆇ༡ᣇ㊎㪶㪈㪉㪅ၞ∛㒮䊶ක㒮䈫䈱ㅪ៤
㪛㪄㪉㪀㊀ⷞ䊶∛㒮⚻༡㪶㪈㪅⽷ോળ⸘
㪛㪄㪉㪀㊀ⷞ䊶∛㒮⚻༡㪶㪉㪅⾗㊄⺞㆐
㪛㪄㪉㪀㊀ⷞ䊶∛㒮⚻༡㪶㪊㪅⚵❱ੱ▤ℂ
㪛㪄㪉㪀㊀ⷞ䊶∛㒮⚻༡㪶㪋㪅ᬺᚢ⇛
㪛㪄㪉㪀㊀ⷞ䊶∛㒮⚻༡㪶㪌㪅䍭䍎䍗䍡䍆䍻䍖䍼
㪛㪄㪉㪀㊀ⷞ䊶∛㒮⚻༡㪶㪍㪅‛ᵹ▤ℂ
㪛㪄㪉㪀㊀ⷞ䊶∛㒮⚻༡㪶㪎㪅䍶䍛䍖▤ℂ
㪛㪄㪉㪀㊀ⷞ䊶∛㒮⚻༡㪶㪏㪅⒢㊄㑐ଥ
㪛㪄㪉㪀㊀ⷞ䊶∛㒮⚻༡㪶㪐㪅᧪㒮⠪ធㆄ
㪛㪄㪉㪀㊀ⷞ䊶∛㒮⚻༡㪶㪈㪇㪅▤ℂળ⸘
㪛㪄㪉㪀㊀ⷞ䊶∛㒮⚻༡㪶㪈㪈㪅䍓䍎䍞䍼䍶䍻䍖䍼╬ᖱႎ䍚䍛䍡䍯
㪛㪄㪉㪀㊀ⷞ䊶∛㒮⚻༡㪶㪈㪉㪅䈠䈱ઁ
㪛㪄㪊㪀㊀ⷞ䊶ኂ㑐ଥ⠪㪶㪈㪅㐿⸳⠪
㪛㪄㪊㪀㊀ⷞ䊶ኂ㑐ଥ⠪㪶㪉㪅∛㒮᭴ᚑຬ
㪛㪄㪊㪀㊀ⷞ䊶ኂ㑐ଥ⠪㪶㪊㪅ௌᮭ⠪
㪛㪄㪊㪀㊀ⷞ䊶ኂ㑐ଥ⠪㪶㪋㪅ขᒁవ
㪛㪄㪊㪀㊀ⷞ䊶ኂ㑐ଥ⠪㪶㪌㪅ⴕᯏ㑐
㪛㪄㪊㪀㊀ⷞ䊶ኂ㑐ଥ⠪㪶㪍㪅ၞ␠ળ
㪛㪄㪊㪀㊀ⷞ䊶ኂ㑐ଥ⠪㪶㪎㪅ឭ៤∛㒮
㪛㪄㪊㪀㊀ⷞ䊶ኂ㑐ଥ⠪㪶㪏㪅䈠䈱ઁឭ៤ᣉ⸳
㪛㪄㪊㪀㊀ⷞ䊶ኂ㑐ଥ⠪㪶㪐㪅䈠䈱ઁ

資料

A － 14

⾗ᢱ䇭㪘䋭㪈㪌

ജᜰ␜

න⚐㓸⸘ಣℂ

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

කᬺᡰ₸

කᬺᡰ₸

ฦ㗄⋡㪆
කᬺ⋉

ฦ㗄⋡㪆
කᬺ⋉

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

ὐᢙว⸘

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪈䉕㒰䈒
ᢙ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

䈠䈱䉁䉁

⸃ᨆಣℂ

㪈㪃㪉䉕㒰䈒
ᢙ
䋲䈲㪇㪃㪈ജ

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

㬍

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㬍

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪈䉕㒰䈒
ᢙ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪈䉕㒰䈒ᢙ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪈䉕㒰䈒ᢙ

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

㪇㪃㪈ജ

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

㪇㪃㪈ജ

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

㪇㪃㪈ജ

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

131

病院経営の三公準から見た経営課題（平井・福田・山本・下垣内）
ᄢ

㪛㪄㪋㪀ක≮ㅪ៤㪶

⁛┙ᄌᢙ
೨ᣇ㪆ⴕ䈦䈩䈇䈭䈇
೨ᣇ㪆ᖚ⠪䈱ฃ䈔䉏䊶⚫
೨ᣇ㪆ᖱႎ䉕឵䊶
೨ᣇ㪆䍖䍶䍤䍔䍷䍨䍽䍛䈱ᚑ
೨ᣇ㪆ㅪ៤䈚䈢ળ⸘ಣℂ
೨ᣇ㪆䈠䈱ઁ
ᓟᣇ㪆ⴕ䈦䈩䈇䈭䈇
ᓟᣇ㪆ᖚ⠪䈱ฃ䈔䉏䊶⚫
ᓟᣇ㪆ᖱႎ䉕឵䊶
ᓟᣇ㪆䍖䍶䍤䍔䍷䍨䍽䍛䈱ᚑ
ᓟᣇ㪆ㅪ៤䈚䈢ળ⸘ಣℂ
ᓟᣇ㪆䈠䈱ઁ

㪈㪅ో䈒ᗧ⼂䈚䈩䈇䈭䈇
㪉㪅䈅䉁䉍ᗧ⼂䈚䈩䈇䈭䈇
㪊㪅䈅䉎⒟ᐲᗧ⼂䈚䈩䈇䉎
㪋㪅䈎䈭䉍ᗧ⼂䈚䈩䈇䉎

㪛㪄㪌㪀ၞ䊶ᓎഀᗧ⼂㪶

㪛㪄㪍㪀╷䉮䊚䉾䊃⚻〝㪶

㪈㪅․䈮⠨䈋䈩䈇䈭䈇
㪉㪅ᣣᧄකᏧળ䈭䈬⡯⢻࿅
㪊㪅කᏧ䉇⋴⼔Ꮷ䈱ቇળ
㪋㪅ㇱ䈱㐿⸳⠪
㪌㪅ක≮ክ⼏ળ䈱ክ⼏ᆔຬ
㪍㪅ஜᐽ㒾⚵ว䈭䈇䈚䈠䈱࿅
㪎㪅⑳∛㒮ㅪ⋖䈭䈬䈱∛㒮䈱⚻༡࿅
㪏㪅䈠䈱ઁ

㪜㪄㪈㪀᭴ᚑຬ䊶ᗧ᰼㪶

㪜㪄㪉㪀⎇ⓥળෳട㪶
㪜㪄㪊㪀䉦䊮䊐䉜䊧䊮䉴㪶

㪝㪄㪈㪀ዉ⁁ᴫ㪶

㪝㪄㪉㪀ᦼᓙᐲ㪶

㪝㪄㪊㪀⁁㪶

㪝㪄㪋㪀㪙㪪㪚⟎ઃ䈔㪶

㪞㪄㪈㪀ᤨઍᄌൻ㪶

㪞㪄㪉㪀ਇ⏕ታᕈⷐ࿃㪶

㪞㪄㪊㪀ೋᦼක≮ឭଏᣇᴺ㪶

㪙㪪㪚
㪪㪧㪛
⚻༡䍘䍻䍙䍷
䍟䍎䍯ක≮
㔚ሶ䍔䍷䍡
ੱ⹏ଔᐲ
ේଔ⸘▚
䍪䍆䍷䍯䍸䍛
ක⮎ಽᬺ
䍓䍎䍞䍼䍶䍻䍖䍼䍚䍛䍡䍯
㪙㪪㪚
㪪㪧㪛
⚻༡䍘䍻䍙䍷
䍟䍎䍯ක≮
㔚ሶ䍔䍷䍡
ੱ⹏ଔᐲ
ේଔ⸘▚
䍪䍆䍷䍯䍸䍛
ක⮎ಽᬺ
䍓䍎䍞䍼䍶䍻䍖䍼䍚䍛䍡䍯
㪙㪪㪚
㪪㪧㪛
⚻༡䍘䍻䍙䍷
䍟䍎䍯ක≮
㔚ሶ䍔䍷䍡
ੱ⹏ଔᐲ
ේଔ⸘▚
䍪䍆䍷䍯䍸䍛
ක⮎ಽᬺ
䍓䍎䍞䍼䍶䍻䍖䍼䍚䍛䍡䍯
㪈㪅㑐ᔃ䈏䈭䈇
㪉㪅ᣇ㊎▤ℂ㩿⋡ᮡ▤ℂ㪀
㪊㪅㪨㪚䍙䍎䍖䍷ᵴേ
㪋㪅੍▚▤ℂ䉇ᬺ❣⹏ଔ
㪌㪅⚻༡ല₸䉕㜞䉄䉎
㪍㪅ක≮䈱⾰䉕㜞䉄䉎
㪎㪅ᖚ⠪䈱ḩ⿷ᐲ䉕㜞䉄䉎䉅䈱
㪏㪅ၞㅪ៤䉕㜞䉄䉎
㪐㪅䈠䈱ઁ
㪈㪅䍜䍔䍻䍢䍼䍓䍩䍽䍤䍓䍻
㪉㪅ஜᐽ䊶↢ⷰ䈱ᄙ᭽ൻ
㪊㪅ᖚ⠪䈱ᶖ⾌⠪⊛ะ
㪋㪅⸻≮ႎ㈽䈱ᡷቯ
㪌㪅ၞක≮⸘↹
㪍㪅ක≮ᐲ䈱ᡷ㕟
㪎㪅ක≮ᯏེ䈱㜞ᐲൻ
㪏㪅ක≮ᖱႎ䍚䍛䍡䍯䈱ㅴዷ
㪐㪅వ┵ක≮䈱㐿⊒
㪈㪇㪅ੱᖱႎ
㪈㪈㪅ዋሶ䊶㜞㦂ൻ
㪈㪉㪅ක≮ో䈱⏕
㪈㪅⸻≮ႎ㈽䈱ᡷቯ
㪉㪅ක≮ᐲᡷ㕟
㪊㪅ᖚ⠪䈱䍤䍎䍛䍼
㪋㪅ઁ∛㒮䈱േ䈐
㪌㪅කᏧ䈱⏕
㪍㪅⋴⼔Ꮷ䈱⏕
㪎㪅ක≮䈱㜞ᐲൻ
㪏㪅ᣂ⮎㐿⊒
㪐㪅䈠䈱ઁ
⁁
ℂᗐ

㪞㪄㪋㪀ോ⍮⼂⠌ᓧ㪶

㪞㪄㪌㪀⋴⼔Ꮷ㔌⡯₸㪶

㪞㪄㪍㪀䍟䍎䍯ක≮ਇนᰳ㪶

㪈㪅කᏧ
㪉㪅⋴⼔Ꮷ
㪊㪅⮎Ꮷ
㪋㪅䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷
㪌㪅ක≮ോ⡯ຬ
㪍㪅ᖚ⠪ᧄੱ
㪎㪅䈠䈱ઁ

㪞㪄㪎㪀䍘䍮䍋䍤䍗䍎䍚䍌䍻ᯏળ㪶

㪞㪄㪏㪀䍟䍎䍯ක≮㓚ኂ㪶

࿁╵㗄⋡

㪈㪅ක≮䈱⾰䈱ૐਅ
㪉㪅ੱ᧚䈱ਇ⿷
㪊㪅ੱ᧚䉕⢒䈩䉎⚵䉂䈱ᰳᅤ
㪋㪅᭴ᚑຬ䈱ᗧᕁ⛔৻
㪌㪅⾌↪䈱Ⴧട
㪍㪅⑼䉕䈋䈢䍘䍮䍋䍤䍗䍎䍚䍌䍻
㪎㪅ᑪ‛䈱᭴ㅧ
㪏㪅ቇ㑓䈱ᑷኂ
㪐㪅ᵷ㆜ర䈱කዪ䈫䈱㑐ଥ
㪈㪇㪅㩷䈠䈱ઁ

㪈㪅ૐ䈇
㪉㪅ዋ䈚ૐ䈇
㪊㪅䈅䉎⒟ᐲ㜞䈇
㪋㪅㜞䈇
㪈㪅䈾䈫䉖䈬ෳട䈚䈩䈇䈭䈇
㪉㪅䈅䉁䉍ෳട䈚䈩䈇䈭䈇
㪊㪅䈅䉎⒟ᐲෳട䈚䈩䈇䉎
㪋㪅䉋䈒ෳട䈚䈩䈇䉎
࿁
㪈㪅ዉ䈱੍ቯ䈲䈭䈇
㪉㪅ᬌ⸛ਛ
㪊㪅ዉ䈮ะ䈔䈩Ḱਛ
㪋㪅ዉ䈚䈩䈇䉎

㪈㪅䈾䈫䉖䈬ᦼᓙ䈪䈐䈭䈇
㪉㪅䈅䉁䉍ᦼᓙ䈪䈐䈭䈇
㪊㪅䈅䉎⒟ᐲᦼᓙ䈪䈐䉎
㪋㪅䈎䈭䉍ᦼᓙ䈪䈐䉎

㪈㪅ో䈒ᯏ⢻䈚䈩䈇䈭䈇
㪉㪅䈅䉁䉍ᯏ⢻䈚䈩䈇䈭䈇
㪊㪅䈅䉎⒟ᐲᯏ⢻䈚䈩䈇䉎
㪋㪅䉋䈒ᯏ⢻䈚䈩䈇䉎

ਥᚑಽ䊤䊔䊦
㪛㪄㪋㪀ක≮ㅪ៤㪶೨ᣇ㪆ⴕ䈦䈩䈇䈭䈇
㪛㪄㪋㪀ක≮ㅪ៤㪶೨ᣇ㪆ᖚ⠪䈱ฃ䈔䉏䊶⚫
㪛㪄㪋㪀ක≮ㅪ៤㪶೨ᣇ㪆ᖱႎ䉕឵䊶
㪛㪄㪋㪀ක≮ㅪ៤㪶೨ᣇ㪆䍖䍶䍤䍔䍷䍨䍽䍛䈱ᚑ
㪛㪄㪋㪀ක≮ㅪ៤㪶೨ᣇ㪆ㅪ៤䈚䈢ળ⸘ಣℂ
㪛㪄㪋㪀ක≮ㅪ៤㪶೨ᣇ㪆䈠䈱ઁ
㪛㪄㪋㪀ක≮ㅪ៤㪶ᓟᣇ㪆ⴕ䈦䈩䈇䈭䈇
㪛㪄㪋㪀ක≮ㅪ៤㪶ᓟᣇ㪆ᖚ⠪䈱ฃ䈔䉏䊶⚫
㪛㪄㪋㪀ක≮ㅪ៤㪶ᓟᣇ㪆ᖱႎ䉕឵䊶
㪛㪄㪋㪀ක≮ㅪ៤㪶ᓟᣇ㪆䍖䍶䍤䍔䍷䍨䍽䍛䈱ᚑ
㪛㪄㪋㪀ක≮ㅪ៤㪶ᓟᣇ㪆ㅪ៤䈚䈢ળ⸘ಣℂ
㪛㪄㪋㪀ක≮ㅪ៤㪶ᓟᣇ㪆䈠䈱ઁ
㪛㪄㪌㪀ၞ䊶ᓎഀᗧ⼂㪶

㪛㪄㪍㪀╷䍘䍮䍍䍢⚻〝㪶㪈㪅․䈮⠨䈋䈩䈇䈭䈇
㪛㪄㪍㪀╷䍘䍮䍍䍢⚻〝㪶㪉㪅ᣣᧄකᏧળ䈭䈬⡯⢻࿅
㪛㪄㪍㪀╷䍘䍮䍍䍢⚻〝㪶㪊㪅කᏧ䉇⋴⼔Ꮷ䈱ቇળ
㪛㪄㪍㪀╷䍘䍮䍍䍢⚻〝㪶㪋㪅ㇱ䈱㐿⸳⠪
㪛㪄㪍㪀╷䍘䍮䍍䍢⚻〝㪶㪌㪅ක≮ክ⼏ળ䈱ክ⼏ᆔຬ
㪛㪄㪍㪀╷䍘䍮䍍䍢⚻〝㪶㪍㪅ஜᐽ㒾⚵ว䈭䈇䈚䈠䈱࿅
㪛㪄㪍㪀╷䍘䍮䍍䍢⚻〝㪶㪎㪅⑳∛㒮ㅪ⋖䈭䈬䈱∛㒮䈱⚻༡࿅
㪛㪄㪍㪀╷䍘䍮䍍䍢⚻〝㪶㪏㪅䈠䈱ઁ
㪜㪄㪈㪀᭴ᚑຬ䊶ᗧ᰼㪶

ജᜰ␜

න⚐㓸⸘ಣℂ

⸃ᨆಣℂ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

೨ᣇ䊶ᓟᣇ
ฦ㪈䉕㒰䈒ᢙ

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

㪜㪄㪉㪀⎇ⓥળෳട㪶

㪜㪄㪊㪀䍔䍻䍪䍅䍸䍻䍛
㪝㪄㪈㪀ዉ⁁ᴫ㪶㪙㪪㪚
㪝㪄㪈㪀ዉ⁁ᴫ㪶㪪㪧㪛
㪝㪄㪈㪀ዉ⁁ᴫ㪶⚻༡䍘䍻䍙䍷
㪝㪄㪈㪀ዉ⁁ᴫ㪶䍟䍎䍯ක≮
㪝㪄㪈㪀ዉ⁁ᴫ㪶㔚ሶ䍔䍷䍡
㪝㪄㪈㪀ዉ⁁ᴫ㪶ੱ⹏ଔᐲ
㪝㪄㪈㪀ዉ⁁ᴫ㪶ේଔ⸘▚
㪝㪄㪈㪀ዉ⁁ᴫ㪶䍪䍆䍷䍯䍸䍛
㪝㪄㪈㪀ዉ⁁ᴫ㪶ක⮎ಽᬺ
㪝㪄㪈㪀ዉ⁁ᴫ㪶䍓䍎䍞䍼䍶䍻䍖䍼䍚䍛䍡䍯
㪝㪄㪉㪀ᦼᓙᐲ㪶㪙㪪㪚
㪝㪄㪉㪀ᦼᓙᐲ㪶㪪㪧㪛
㪝㪄㪉㪀ᦼᓙᐲ㪶⚻༡䍘䍻䍙䍷
㪝㪄㪉㪀ᦼᓙᐲ㪶䍟䍎䍯ක≮
㪝㪄㪉㪀ᦼᓙᐲ㪶㔚ሶ䍔䍷䍡
㪝㪄㪉㪀ᦼᓙᐲ㪶ੱ⹏ଔᐲ
㪝㪄㪉㪀ᦼᓙᐲ㪶ේଔ⸘▚
㪝㪄㪉㪀ᦼᓙᐲ㪶䍪䍆䍷䍯䍸䍛
㪝㪄㪉㪀ᦼᓙᐲ㪶ක⮎ಽᬺ
㪝㪄㪉㪀ᦼᓙᐲ㪶䍓䍎䍞䍼䍶䍻䍖䍼䍚䍛䍡䍯
㪝㪄㪊㪀⁁㪶㪙㪪㪚
㪝㪄㪊㪀⁁㪶㪪㪧㪛
㪝㪄㪊㪀⁁㪶⚻༡䍘䍻䍙䍷
㪝㪄㪊㪀⁁㪶䍟䍎䍯ක≮
㪝㪄㪊㪀⁁㪶㔚ሶ䍔䍷䍡
㪝㪄㪊㪀⁁㪶ੱ⹏ଔᐲ
㪝㪄㪊㪀⁁㪶ේଔ⸘▚
㪝㪄㪊㪀⁁㪶䍪䍆䍷䍯䍸䍛
㪝㪄㪊㪀⁁㪶ක⮎ಽᬺ
㪝㪄㪊㪀⁁㪶䍓䍎䍞䍼䍶䍻䍖䍼䍚䍛䍡䍯
㪝㪄㪋㪀㪙㪪㪚⟎ઃ䈔㪶㪈㪅㑐ᔃ䈏䈭䈇
㪝㪄㪋㪀㪙㪪㪚⟎ઃ䈔㪶㪉㪅ᣇ㊎▤ℂ㩿⋡ᮡ▤ℂ㪀
㪝㪄㪋㪀㪙㪪㪚⟎ઃ䈔㪶㪊㪅㪨㪚䍙䍎䍖䍷ᵴേ
㪝㪄㪋㪀㪙㪪㪚⟎ઃ䈔㪶㪋㪅੍▚▤ℂ䉇ᬺ❣⹏ଔ
㪝㪄㪋㪀㪙㪪㪚⟎ઃ䈔㪶㪌㪅⚻༡ല₸䉕㜞䉄䉎
㪝㪄㪋㪀㪙㪪㪚⟎ઃ䈔㪶㪍㪅ක≮䈱⾰䉕㜞䉄䉎
㪝㪄㪋㪀㪙㪪㪚⟎ઃ䈔㪶㪎㪅ᖚ⠪䈱ḩ⿷ᐲ䉕㜞䉄䉎䉅䈱
㪝㪄㪋㪀㪙㪪㪚⟎ઃ䈔㪶㪏㪅ၞㅪ៤䉕㜞䉄䉎
㪝㪄㪋㪀㪙㪪㪚⟎ઃ䈔㪶㪐㪅䈠䈱ઁ
㪞㪄㪈㪀ᤨઍᄌൻ㪶㪈㪅䍜䍔䍻䍢䍼䍓䍩䍽䍤䍓䍻
㪞㪄㪈㪀ᤨઍᄌൻ㪶㪉㪅ஜᐽ䊶↢ⷰ䈱ᄙ᭽ൻ
㪞㪄㪈㪀ᤨઍᄌൻ㪶㪊㪅ᖚ⠪䈱ᶖ⾌⠪⊛ะ
㪞㪄㪈㪀ᤨઍᄌൻ㪶㪋㪅⸻≮ႎ㈽䈱ᡷቯ
㪞㪄㪈㪀ᤨઍᄌൻ㪶㪌㪅ၞක≮⸘↹
㪞㪄㪈㪀ᤨઍᄌൻ㪶㪍㪅ක≮ᐲ䈱ᡷ㕟
㪞㪄㪈㪀ᤨઍᄌൻ㪶㪎㪅ක≮ᯏེ䈱㜞ᐲൻ
㪞㪄㪈㪀ᤨઍᄌൻ㪶㪏㪅ක≮ᖱႎ䍚䍛䍡䍯䈱ㅴዷ
㪞㪄㪈㪀ᤨઍᄌൻ㪶㪐㪅వ┵ක≮䈱㐿⊒
㪞㪄㪈㪀ᤨઍᄌൻ㪶㪈㪇㪅ੱᖱႎ
㪞㪄㪈㪀ᤨઍᄌൻ㪶㪈㪈㪅ዋሶ䊶㜞㦂ൻ
㪞㪄㪈㪀ᤨઍᄌൻ㪶㪈㪉㪅ක≮ో䈱⏕
㪞㪄㪉㪀ਇ⏕ታᕈⷐ࿃㪶㪈㪅⸻≮ႎ㈽䈱ᡷቯ
㪞㪄㪉㪀ਇ⏕ታᕈⷐ࿃㪶㪉㪅ක≮ᐲᡷ㕟
㪞㪄㪉㪀ਇ⏕ታᕈⷐ࿃㪶㪊㪅ᖚ⠪䈱䍤䍎䍛䍼
㪞㪄㪉㪀ਇ⏕ታᕈⷐ࿃㪶㪋㪅ઁ∛㒮䈱േ䈐
㪞㪄㪉㪀ਇ⏕ታᕈⷐ࿃㪶㪌㪅කᏧ䈱⏕
㪞㪄㪉㪀ਇ⏕ታᕈⷐ࿃㪶㪍㪅⋴⼔Ꮷ䈱⏕
㪞㪄㪉㪀ਇ⏕ታᕈⷐ࿃㪶㪎㪅ක≮䈱㜞ᐲൻ
㪞㪄㪉㪀ਇ⏕ታᕈⷐ࿃㪶㪏㪅ᣂ⮎㐿⊒
㪞㪄㪉㪀ਇ⏕ታᕈⷐ࿃㪶㪐㪅䈠䈱ઁ
㪞㪄㪊㪀ೋᦼක≮㪶⁁

㪈㪅ฃઃ䈏⸻ᢿ䍃᩺ౝ
㪉㪅䍪䍽䍵䍐䍭䍶䍗䍏ක䈏⸻ᢿ䍃᩺ౝ
㪊㪅䍪䍽䍵䍐䍭䍶䍗䍏ක䈏⸻ᢿ䍃ᴦ≮㪂ฦ⑼䈮᩺ౝ
㪈㪅ฃઃ䈏⸻ᢿ䍃᩺ౝ
㪞㪄㪊㪀ೋᦼක≮㪶ℂᗐ
㪉㪅䍪䍽䍵䍐䍭䍶䍗䍏ක䈏⸻ᢿ䍃᩺ౝ
㪊㪅䍪䍽䍵䍐䍭䍶䍗䍏ක䈏⸻ᢿ䍃ᴦ≮㪂ฦ⑼䈮᩺ౝ
㪈㪅り䈮ઃ䈔䈩䈇䈭䈇
㪞㪄㪋㪀ോ⍮⼂⠌ᓧ㪶
㪉㪅䈅䉁䉍り䈮ઃ䈔䈩䈇䈭䈇
㪊㪅䈅䉎⒟ᐲり䈮ઃ䈔䈩䈇䉎
㪋㪅䉋䈒り䈮ઃ䈔䈩䈇䉎
㪈㪅㪌䋦એਅ
㪞㪄㪌㪀⋴⼔Ꮷ㔌⡯₸㪶
㪉㪅㪌䋦䌾㪈㪇䋦એਅ
㪊㪅㪈㪇䋦䌾㪈㪌䋦એਅ
㪋㪅㪈㪌䋦䌾㪉㪇䋦એਅ
㪌㪅㪉㪇䋦䌾㪉㪌䋦એਅ
㪍㪅㪉㪌䋦
㪞㪄㪍㪀䍟䍎䍯ක≮ਇนᰳ㪶㪈㪅කᏧ
㪞㪄㪍㪀䍟䍎䍯ක≮ਇนᰳ㪶㪉㪅⋴⼔Ꮷ
㪞㪄㪍㪀䍟䍎䍯ක≮ਇนᰳ㪶㪊㪅⮎Ꮷ
㪞㪄㪍㪀䍟䍎䍯ක≮ਇนᰳ㪶㪋㪅䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷
㪞㪄㪍㪀䍟䍎䍯ක≮ਇนᰳ㪶㪌㪅ක≮ോ⡯ຬ
㪞㪄㪍㪀䍟䍎䍯ක≮ਇนᰳ㪶㪍㪅ᖚ⠪ᧄੱ
㪞㪄㪍㪀䍟䍎䍯ක≮ਇนᰳ㪶㪎㪅䈠䈱ઁ
㪈㪅⸳䈔䈩䈇䈭䈇
㪞㪄㪎㪀䍘䍮䍋䍤䍗䍎䍚䍌䍻ᯏળ㪶
㪉㪅䈅䉁䉍⸳䈔䈩䈇䈭䈇
㪊㪅䈅䉎⒟ᐲ⸳䈔䈩䈇䉎
㪋㪅䉋䈒⸳䈔䈩䈇䉎
㪞㪄㪏㪀䍟䍎䍯ක≮㓚ኂ㪶㪈㪅ක≮䈱⾰䈱ૐਅ
㪞㪄㪏㪀䍟䍎䍯ක≮㓚ኂ㪶㪉㪅ੱ᧚䈱ਇ⿷
㪞㪄㪏㪀䍟䍎䍯ක≮㓚ኂ㪶㪊㪅ੱ᧚䉕⢒䈩䉎⚵䉂䈱ᰳᅤ
㪞㪄㪏㪀䍟䍎䍯ක≮㓚ኂ㪶㪋㪅᭴ᚑຬ䈱ᗧᕁ⛔৻
㪞㪄㪏㪀䍟䍎䍯ක≮㓚ኂ㪶㪌㪅⾌↪䈱Ⴧട
㪞㪄㪏㪀䍟䍎䍯ක≮㓚ኂ㪶㪍㪅⑼䉕䈋䈢䍘䍮䍋䍤䍗䍎䍚䍌䍻
㪞㪄㪏㪀䍟䍎䍯ක≮㓚ኂ㪶㪎㪅ᑪ‛䈱᭴ㅧ
㪞㪄㪏㪀䍟䍎䍯ක≮㓚ኂ㪶㪏㪅ቇ㑓䈱ᑷኂ
㪞㪄㪏㪀䍟䍎䍯ක≮㓚ኂ㪶㪐㪅ᵷ㆜ర䈱කዪ䈫䈱㑐ଥ
㪞㪄㪏㪀䍟䍎䍯ක≮㓚ኂ㪶㪈㪇㪅㩷䈠䈱ઁ

資料

A － 15

⾗ᢱ䇭㪘䋭㪈㪍

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

ዉ䈚䈩䈇䉎
䈫䈖䉐䈣䈔
ഀว䉕䈜

㬍

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

㪈䈮䋲䇭䋲䈮䋱䇭

㪈䈮䋲䇭䋲䈮䋱䇭

㪈䈮䋲䇭䋲䈮䋱䇭

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

ᢙಣℂ

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

㪇㪃㪈ജ

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

立命館経営学（第 46 巻

132
⁛┙ᄌᢙ

ᄢ
㪞㪄㪐㪀ਇḩኻᔕ⚵䉂㪶

㪞㪄㪈㪇㪀᭴ᚑຬਇḩ㪶

㪞㪄㪈㪈㪀㔚ሶ䍔䍷䍡⟎ઃ䈔㪶

㪈㪅ዉ੍ቯ䈭䈚
㪉㪅㪛㪧㪚䈱ዉ䉕ᬌ⸛䈚䈩䈇䉎
㪊㪅㪛㪧㪚Ḱ∛㒮䈫䈚䈩ዉ䈚䈩䈇䉎
㪋㪅㪛㪧㪚ኻ⽎∛㒮䈮䈭䈦䈩䈇䉎
㪈㪅䈾䈫䉖䈬ᦼᓙ䈪䈐䈭䈇
㪉㪅䈅䉁䉍ᦼᓙ䈪䈐䈭䈇
㪊㪅䈅䉎⒟ᐲᦼᓙ䈪䈐䉎
㪋㪅䈎䈭䉍ᦼᓙ䈪䈐䉎
㪈㪅㜞䉁䉌䈭䈇
㪉㪅䈅䉁䉍㜞䉁䉌䈭䈇
㪊㪅䈅䉎⒟ᐲ㜞䉁䉎
㪋㪅㜞䉁䉎

㪞㪄㪈㪊㪀㪛㪧㪚ᦼᓙ㪶

㪞㪄㪈㪋㪀㪛㪧㪚ේଔᗧ⼂㪶
㪈㪅ේଔ⸘▚䈱ᯏ⢻䉕㜞䉄䉎
㪉㪅ၞౝ䈪䈱භ₸䈱ಽᨆ
㪊㪅ᯏ⢻ಽൻ䈱್ᢿ᧚ᢱ
㪋㪅ක⮎ຠ䊶ක≮᧚ᢱ䈱ᵹㅢᚢ⇛
㪌㪅⸻≮ႎ㈽⏕
㪍㪅䈠䈱ઁ

㪞㪄㪈㪏㪀ੱ⹏ଔᤋ㪶

ታᣉ㪆කᏧ
ታᣉ㪆⋴⼔Ꮷ
ታᣉ㪆⮎Ꮷ
ታᣉ㪆䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷
ታᣉ㪆ോ⡯
ታᣉ㪆㒮㐳╬䇮⚻༡ጀ
ᬌ⸛㪆කᏧ
ᬌ⸛㪆⋴⼔Ꮷ
ᬌ⸛㪆⮎Ꮷ
ᬌ⸛㪆䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷
ᬌ⸛㪆ോ⡯
ᬌ⸛㪆㒮㐳╬䇮⚻༡ጀ
㪈㪅ᤋ䈘䈞䈩䈇䈭䈇
㪉㪅⛎ਈ
㪊㪅⾨ਈ䋨䍬䍼䍎䍣䍛䋩
㪋㪅ᩰ䊶ㅴ
㪌㪅䈠䈱ઁ

㪞㪄㪈㪐㪀ੱ⹏ଔข䉍⚵䉂ⷐ㪶

㪟㪄㪈㪀⸘▚ᔅⷐේଔ㪶

㪟㪄㪉㪀ේ⸘ዉ⋡⊛㪶

㪟㪄㪊㪀ේ⸘⁁ᴫ㪶

㪟㪄㪋㪀ේ⸘ᓎ┙䈤㪶

㪈㪅⚻Ᏹ⊛⸘▚䈱ᔅⷐ䈭ේଔ䈲䈭䈇
㪉㪅⸻≮⑼ේଔ
㪊㪅㒮㪄ᄖ᧪ේଔ
㪋㪅∛ේଔ
㪌㪅කᏧේଔ
㪍㪅ᖚ⠪ේଔ
㪎㪅∔∛ේଔ
㪏㪅䍙䍎䍩䍼䍛㩿ⴕὑ㪀ේଔ
㪐㪅䈠䈱ઁ
㪈㪅ᗧᕁቯ䈱ᡰេ
㪉㪅⸻≮䈮䈎䈎䉎䍘䍛䍢䈱ૐᷫ
㪊㪅᭴ᚑຬ䈱䉮䉴䊃ᗧ⼂䉕㜞䉄䉎
㪋㪅㪛㪧㪚䈱ዉ䈮䈋䈩
㪌㪅䍘䍻䍙䍷䍞䍻䍢䈮ㅴ䉄䉌䉏䈩
㪍㪅㗴䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎䉌
㪎㪅៊⋉⸘▚ᦠ䈮⸻≮ේଔ䉕⸥タ
㪏㪅ᄌേ⾌䊶࿕ቯ⾌䈱ಽᛠី
㪐㪅⚻༡ಽᨆ
㪈㪇㪅䈠䈱ઁ
⸻≮⑼䉟㪀⚻Ᏹᕈ
ᖚ⠪䍃∔ᖚ䉟㪀⚻Ᏹᕈ
⸻≮⑼䊨㪀⸘▚ᦼ㑆
ᖚ⠪䍃∔ᖚ䊨㪀⸘▚ᦼ㑆

㪟㪄㪍㪀ේ⸘ᗧᕁቯෳ⠨㪶

㪠㪄㪈㪀⚻⺖䊶ක≮㪶

㪠㪄㪉㪀⚻⺖䊶᭴ᚑຬ㪶

㪠㪄㪊㪀⚻⺖䊶䉴䊕䊷䉴㪶

㪠㪄㪋㪀⚻⺖䊶ᖚ⠪㑐ଥ㪶

㪡㪄㪈㪀∛㒮ㆇ༡㪶

㪡㪄㪉㪀ᤨઍᄌൻኻᔕ㪶

㪈㪅⸘▚䈚䈩䈇䈭䈇
㪉㪅ᤨ䇱⸘▚䈚䈩䈇䉎
㪊㪅⚻Ᏹ⊛䈮⸘▚䈚䈩䈇䉎
㪈㪅ᐕᰴ
㪉㪅ᰴ
㪊㪅䈠䈱ઁ

⸻≮⑼䊊㪀⸘▚㐿ᆎᤨᦼ
ᖚ⠪䍃∔ᖚ䊊㪀⸘▚㐿ᆎᤨᦼ
㪈㪅䈱ᓎ䈮䉅┙䈢䈭䈇
㪉㪅⸻≮䈮䈎䈎䉎䉮䉴䊃䈱ૐᷫ
㪊㪅ᗧᕁቯ䈱ᡰេ
㪋㪅៊⋉⸘▚ᦠ䈻⸻≮ේଔ䉕⸥タ
㪌㪅᭴ᚑຬ䈱䉮䉴䊃ᗧ⼂䉕㜞䉄䉎
㪍㪅ᄌേ⾌䊶࿕ቯ⾌䈱ಽᛠី
㪎㪅⚻༡ಽᨆ
㪏㪅䈠䈱ઁ

㪈㪅ෳ⠨䈮䈭䈦䈩䈇䈭䈇
㪉㪅⸻≮⑼䈱ᡷᑄ
㪊㪅ᓎഀಽᜂ䈱ᬌ⸛
㪋㪅ᛩ⾗᩺䈱⹏ଔ
㪌㪅䈠䈱ઁ
㪈㪅㒮ౝᗵᨴ䈻䈱ኻ╷
㪉㪅ㆊ䈭ක≮ⴕὑ
㪊㪅∛㒮ౝ䈱㔓࿐᳇
㪋㪅ක≮⸳䈱లታ
㪌㪅䍟䍎䍯ක≮
㪈㪅䉇䉎᳇
㪉㪅䇱䈱ᜬ䈧⢻ജ
㪊㪅ㆊൕോ
㪋㪅ᖚ⠪ኻᔕ
㪌㪅Ά䈋ዧ䈐∝⟲
㪈㪅ฃઃ
㪉㪅⸻ኤቶ䍃∛ቶ䍃ᬌᩏቶ
㪊㪅ᓙวቶ
㪋㪅䍛䍫䍽䍎䍛
㪌㪅ળ⸘⓹ญ䍃⮎ዪ
㪈㪅ੱᖱႎ▤ℂ䋧䉦䊦䊁䈱㐿␜
㪉㪅䍐䍻䍪䍉䍎䍯䍢䍼䍃䍘䍻䍜䍻䍢
㪊㪅ᖚ⠪ᗧ▫䋧䍖䍸䍎䍯䈱ኻᔕ
㪋㪅ᓙ䈤ᤨ㑆䈱⍴❗
㪌㪅␠ળ䈻䈱ᖱႎឭଏ䋧∛㒮䈱⺑⽿છ
㪈㪅䈉䉁䈒䈇䈦䈩䈇䈭䈇
㪉㪅䈅䉁䉍䈉䉁䈒䈇䈦䈩䈇䈭䈇
㪊㪅䈅䉎⒟ᐲ䈉䉁䈒䈇䈦䈩䈇䉎
㪋㪅䈉䉁䈒䈇䈦䈩䈇䉎
㪈㪅ኻᔕജ䈮ਇ䈏䈅䉎
㪉㪅ዋ䇱ኻᔕജ䈮ਇ䈏䈅䉎
㪊㪅䈅䉎⒟ᐲኻᔕ䈜䉎⥄ା䈏䈅䉎
㪋㪅ኻᔕ䈜䉎⥄ା䈏䈅䉎

資料

ജᜰ␜

න⚐㓸⸘ಣℂ

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

⸃ᨆಣℂ
䈠䈱䉁䉁

㪇㪃㪈ജ

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

㪇㪃㪈ജ

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

㪇㪃㪈ജ

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

㬍

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

ᧂታᣉ䇭㪇
ᬌ⸛ਛ䇭㪈
ታᣉ䇭㪉

ᧂታᣉ䇭㪇
ᬌ⸛ਛ䇭㪈
ታᣉ䇭㪉

㪞㪄㪈㪊㪀㪛㪧㪚ᦼᓙ㪶

㪞㪄㪈㪋㪀㪛㪧㪚ේଔᗧ⼂㪶

㪞㪄㪈㪎㪀ੱ⹏ଔㆡ↪㪶ታᣉ㪆කᏧ
㪞㪄㪈㪎㪀ੱ⹏ଔㆡ↪㪶ታᣉ㪆⋴⼔Ꮷ
㪞㪄㪈㪎㪀ੱ⹏ଔㆡ↪㪶ታᣉ㪆⮎Ꮷ
㪞㪄㪈㪎㪀ੱ⹏ଔㆡ↪㪶ታᣉ㪆䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷
㪞㪄㪈㪎㪀ੱ⹏ଔㆡ↪㪶ታᣉ㪆ോ⡯
㪞㪄㪈㪎㪀ੱ⹏ଔㆡ↪㪶ታᣉ㪆㒮㐳╬䇮⚻༡ጀ
㪞㪄㪈㪎㪀ੱ⹏ଔㆡ↪㪶ᬌ⸛㪆කᏧ
㪞㪄㪈㪎㪀ੱ⹏ଔㆡ↪㪶ᬌ⸛㪆⋴⼔Ꮷ
㪞㪄㪈㪎㪀ੱ⹏ଔㆡ↪㪶ᬌ⸛㪆⮎Ꮷ
㪞㪄㪈㪎㪀ੱ⹏ଔㆡ↪㪶ᬌ⸛㪆䍘䍃䍰䍡䍼䍆䍔䍷
㪞㪄㪈㪎㪀ੱ⹏ଔㆡ↪㪶ᬌ⸛㪆ോ⡯
㪞㪄㪈㪎㪀ੱ⹏ଔㆡ↪㪶ᬌ⸛㪆㒮㐳╬䇮⚻༡ጀ
㪞㪄㪈㪏㪀ੱ⹏ଔᤋ㪶㪈㪅ᤋ䈘䈞䈩䈇䈭䈇
㪞㪄㪈㪏㪀ੱ⹏ଔᤋ㪶㪉㪅⛎ਈ
㪞㪄㪈㪏㪀ੱ⹏ଔᤋ㪶㪊㪅⾨ਈ䋨䍬䍼䍎䍣䍛䋩
㪞㪄㪈㪏㪀ੱ⹏ଔᤋ㪶㪋㪅ᩰ䊶ㅴ
㪞㪄㪈㪏㪀ੱ⹏ଔᤋ㪶㪌㪅䈠䈱ઁ
㪞㪄㪈㪐㪀ੱ⹏ଔข䉍⚵䉂ⷐ㪶
㪟㪄㪈㪀⸘▚ᔅⷐේଔ㪶㪈㪅⚻Ᏹ⊛⸘▚䈱ᔅⷐ䈭ේଔ䈲䈭䈇
㪟㪄㪈㪀⸘▚ᔅⷐේଔ㪶㪉㪅⸻≮⑼ේଔ
㪟㪄㪈㪀⸘▚ᔅⷐේଔ㪶㪊㪅㒮㪄ᄖ᧪ේଔ
㪟㪄㪈㪀⸘▚ᔅⷐේଔ㪶㪋㪅∛ේଔ
㪟㪄㪈㪀⸘▚ᔅⷐේଔ㪶㪌㪅කᏧේଔ
㪟㪄㪈㪀⸘▚ᔅⷐේଔ㪶㪍㪅ᖚ⠪ේଔ
㪟㪄㪈㪀⸘▚ᔅⷐේଔ㪶㪎㪅∔∛ේଔ
㪟㪄㪈㪀⸘▚ᔅⷐේଔ㪶㪏㪅䍙䍎䍩䍼䍛㩿ⴕὑ㪀ේଔ
㪟㪄㪈㪀⸘▚ᔅⷐේଔ㪶㪐㪅䈠䈱ઁ
㪟㪄㪉㪀ේ⸘ዉ⋡⊛㪶㪈㪅ᗧᕁቯ䈱ᡰេ
㪟㪄㪉㪀ේ⸘ዉ⋡⊛㪶㪉㪅⸻≮䈮䈎䈎䉎䍘䍛䍢䈱ૐᷫ
㪟㪄㪉㪀ේ⸘ዉ⋡⊛㪶㪊㪅᭴ᚑຬ䈱䉮䉴䊃ᗧ⼂䉕㜞䉄䉎
㪟㪄㪉㪀ේ⸘ዉ⋡⊛㪶㪋㪅㪛㪧㪚䈱ዉ䈮䈋䈩
㪟㪄㪉㪀ේ⸘ዉ⋡⊛㪶㪌㪅䍘䍻䍙䍷䍞䍻䍢䈮ㅴ䉄䉌䉏䈩
㪟㪄㪉㪀ේ⸘ዉ⋡⊛㪶㪍㪅㗴䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎䉌
㪟㪄㪉㪀ේ⸘ዉ⋡⊛㪶㪎㪅៊⋉⸘▚ᦠ䈮⸻≮ේଔ䉕⸥タ
㪟㪄㪉㪀ේ⸘ዉ⋡⊛㪶㪏㪅ᄌേ⾌䊶࿕ቯ⾌䈱ಽᛠី
㪟㪄㪉㪀ේ⸘ዉ⋡⊛㪶㪐㪅⚻༡ಽᨆ
㪟㪄㪉㪀ේ⸘ዉ⋡⊛㪶㪈㪇㪅䈠䈱ઁ
㪟㪄㪊㪀ේ⸘⁁ᴫ㪶⸻≮⑼䉟㪀⚻Ᏹᕈ
㪟㪄㪊㪀ේ⸘⁁ᴫ㪶ᖚ⠪䍃∔ᖚ䉟㪀⚻Ᏹᕈ

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

㪟㪄㪊㪀ේ⸘⁁ᴫ㪶⸻≮⑼䊨㪀⸘▚ᦼ㑆
㪟㪄㪊㪀ේ⸘⁁ᴫ㪶ᖚ⠪䍃∔ᖚ䊨㪀⸘▚ᦼ㑆

䈠䈱䉁䉁

ᨒ⚵䉂䈱ᄌᦝ

ᨒ⚵䉂䈱ᄌᦝ

䈠䈱䉁䉁

㪉㪇㪇㪍㩷㪋㩷䈎䉌
ᒁ䈇䈩⸘▚

㪉㪇㪇㪍㩷㪋㩷䈎䉌
ᒁ䈇䈩⸘▚

㪇㪃㪈ജ

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

㪇㪃㪈ജ

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

㪈䈮䋲䇭䋲䈮䋱䇭

㪈䈮䋲䇭䋲䈮䋱䇭

㪈䈮䋲䇭䋲䈮䋱䇭

㪈䈮䋲䇭䋲䈮䋱䇭

㪈䈮䋲䇭䋲䈮䋱䇭

㪈䈮䋲䇭䋲䈮䋱䇭

㪈䈮䋲䇭䋲䈮䋱䇭

㪈䈮䋲䇭䋲䈮䋱䇭

㪈䈮䋲䇭䋲䈮䋱䇭

㪈䈮䋲䇭䋲䈮䋱䇭

㪈䈮䋲䇭䋲䈮䋱䇭

㪈䈮䋲䇭䋲䈮䋱䇭

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

䈠䈱䉁䉁

㪟㪄㪊㪀ේ⸘⁁ᴫ㪶⸻≮⑼䊊㪀⸘▚㐿ᆎᤨᦼ
㪟㪄㪊㪀ේ⸘⁁ᴫ㪶ᖚ⠪䍃∔ᖚ䊊㪀⸘▚㐿ᆎᤨᦼ
㪟㪄㪋㪀ේ⸘ᓎ┙䈤㪶㪈㪅䈱ᓎ䈮䉅┙䈢䈭䈇
㪟㪄㪋㪀ේ⸘ᓎ┙䈤㪶㪉㪅⸻≮䈮䈎䈎䉎䉮䉴䊃䈱ૐᷫ
㪟㪄㪋㪀ේ⸘ᓎ┙䈤㪶㪊㪅ᗧᕁቯ䈱ᡰេ
㪟㪄㪋㪀ේ⸘ᓎ┙䈤㪶㪋㪅៊⋉⸘▚ᦠ䈻⸻≮ේଔ䉕⸥タ
㪟㪄㪋㪀ේ⸘ᓎ┙䈤㪶㪌㪅᭴ᚑຬ䈱䉮䉴䊃ᗧ⼂䉕㜞䉄䉎
㪟㪄㪋㪀ේ⸘ᓎ┙䈤㪶㪍㪅ᄌേ⾌䊶࿕ቯ⾌䈱ಽᛠី
㪟㪄㪋㪀ේ⸘ᓎ┙䈤㪶㪎㪅⚻༡ಽᨆ
㪟㪄㪋㪀ේ⸘ᓎ┙䈤㪶㪏㪅䈠䈱ઁ
㪟㪄㪌㪀ᮡḰේ⸘㪶

㪈㪅ⴕ䈦䈩䈇䈭䈇
㪉㪅ᬌ⸛ਛ
㪊㪅ⴕ䈦䈩䈇䉎

㪟㪄㪌㪀ᮡḰේ⸘㪶

㪞㪄㪈㪇㪀᭴ᚑຬਇḩ㪶㪈㪅ᬺⅣႺ
㪞㪄㪈㪇㪀᭴ᚑຬਇḩ㪶㪉㪅⛎ਈ
㪞㪄㪈㪇㪀᭴ᚑຬਇḩ㪶㪊㪅ભᥜᐲ
㪞㪄㪈㪇㪀᭴ᚑຬਇḩ㪶㪋㪅ෘ↢
㪞㪄㪈㪇㪀᭴ᚑຬਇḩ㪶㪌㪅ഭᤨ㑆
㪞㪄㪈㪇㪀᭴ᚑຬਇḩ㪶㪍㪅⡯
㪞㪄㪈㪇㪀᭴ᚑຬਇḩ㪶㪎㪅❑䈱ኻੱ㑐ଥ
㪞㪄㪈㪇㪀᭴ᚑຬਇḩ㪶㪏㪅ᮮ䈱ኻੱ㑐ଥ
㪞㪄㪈㪇㪀᭴ᚑຬਇḩ㪶㪐㪅ᣉ╷䉇▤ℂ
㪞㪄㪈㪇㪀᭴ᚑຬਇḩ㪶㪈㪇㪅䈠䈱ઁ
㪞㪄㪈㪈㪀㔚ሶ䍔䍷䍡⟎ઃ䈔㪶㪈㪅ᓎ┙䈢䈭䈇
㪞㪄㪈㪈㪀㔚ሶ䍔䍷䍡⟎ઃ䈔㪶㪉㪅ᬺോല₸䈱ะ
㪞㪄㪈㪈㪀㔚ሶ䍔䍷䍡⟎ઃ䈔㪶㪊㪅⾌↪䉇ේଔ䉕ૐᷫ
㪞㪄㪈㪈㪀㔚ሶ䍔䍷䍡⟎ઃ䈔㪶㪋㪅ᖱႎଦㅴ
㪞㪄㪈㪈㪀㔚ሶ䍔䍷䍡⟎ઃ䈔㪶㪌㪅ឭ៤∛㒮䈫䈱䍡䍼䍎䍞ଦㅴ
㪞㪄㪈㪈㪀㔚ሶ䍔䍷䍡⟎ઃ䈔㪶㪍㪅㪛㪧㪚䈱䍡䍼䍎䍞㓸Ⓧ
㪞㪄㪈㪈㪀㔚ሶ䍔䍷䍡⟎ઃ䈔㪶㪎㪅⸻≮ᖱႎ䈱▤ℂ
㪞㪄㪈㪈㪀㔚ሶ䍔䍷䍡⟎ઃ䈔㪶㪏㪅䈠䈱ઁ
㪞㪄㪈㪉㪀㪛㪧㪚ข䉍⚵䉂㪶

㪞㪄㪈㪌㪀㪛㪧㪚ዉᗧ⟵㪶㪈㪅ේଔ⸘▚䈱ᯏ⢻䉕㜞䉄䉎
㪞㪄㪈㪌㪀㪛㪧㪚ዉᗧ⟵㪶㪉㪅ၞౝ䈪䈱භ₸䈱ಽᨆ
㪞㪄㪈㪌㪀㪛㪧㪚ዉᗧ⟵㪶㪊㪅ᯏ⢻ಽൻ䈱್ᢿ᧚ᢱ
㪞㪄㪈㪌㪀㪛㪧㪚ዉᗧ⟵㪶㪋㪅ක⮎ຠ䊶ක≮᧚ᢱ䈱ᵹㅢᚢ⇛
㪞㪄㪈㪌㪀㪛㪧㪚ዉᗧ⟵㪶㪌㪅⸻≮ႎ㈽⏕
㪞㪄㪈㪌㪀㪛㪧㪚ዉᗧ⟵㪶㪍㪅䈠䈱ઁ
㪞㪄㪈㪍㪀㪛㪧㪚ᯏ⢻ᐲ㪶

㪈㪅ో䈒ᯏ⢻䈚䈩䈇䈭䈇
㪉㪅䈅䉁䉍ᯏ⢻䈚䈩䈇䈭䈇
㪊㪅䈅䉎⒟ᐲᯏ⢻䈚䈩䈇䉎
㪋㪅䉋䈒ᯏ⢻䈚䈩䈇䉎

㪞㪄㪈㪍㪀㪛㪧㪚ᯏ⢻ᐲ㪶

㪞㪄㪈㪎㪀ੱ⹏ଔㆡ↪㪶

ਥᚑಽ䊤䊔䊦
㪞㪄㪐㪀ਇḩኻᔕ⚵䉂㪶

㪈㪅ᬺⅣႺ
㪉㪅⛎ਈ
㪊㪅ભᥜᐲ
㪋㪅ෘ↢
㪌㪅ഭᤨ㑆
㪍㪅⡯
㪎㪅❑䈱ኻੱ㑐ଥ
㪏㪅ᮮ䈱ኻੱ㑐ଥ
㪐㪅ᣉ╷䉇▤ℂ
㪈㪇㪅䈠䈱ઁ
㪈㪅ᓎ┙䈢䈭䈇
㪉㪅ᬺോല₸䈱ะ
㪊㪅⾌↪䉇ේଔ䉕ૐᷫ
㪋㪅ᖱႎଦㅴ
㪌㪅ឭ៤∛㒮䈫䈱䍡䍼䍎䍞ଦㅴ
㪍㪅㪛㪧㪚䈱䍡䍼䍎䍞㓸Ⓧ
㪎㪅⸻≮ᖱႎ䈱▤ℂ
㪏㪅䈠䈱ઁ

㪞㪄㪈㪉㪀㪛㪧㪚ข䉍⚵䉂㪶

㪞㪄㪈㪌㪀㪛㪧㪚ዉᗧ⟵㪶

࿁╵㗄⋡
㪈㪅䈭䈇
㪉㪅䈅䉁䉍䈭䈇
㪊㪅䈅䉎⒟ᐲ䈅䉎
㪋㪅චಽ䈮䈅䉎

第 1 号）

㪟㪄㪍㪀ේ⸘ᗧᕁቯෳ⠨㪶㪈㪅ෳ⠨䈮䈭䈦䈩䈇䈭䈇
㪟㪄㪍㪀ේ⸘ᗧᕁቯෳ⠨㪶㪉㪅⸻≮⑼䈱ᡷᑄ
㪟㪄㪍㪀ේ⸘ᗧᕁቯෳ⠨㪶㪊㪅ᓎഀಽᜂ䈱ᬌ⸛
㪟㪄㪍㪀ේ⸘ᗧᕁቯෳ⠨㪶㪋㪅ᛩ⾗᩺䈱⹏ଔ
㪟㪄㪍㪀ේ⸘ᗧᕁቯෳ⠨㪶㪌㪅䈠䈱ઁ
㪠㪄㪈㪀⚻⺖䊶ක≮㪶㪈㪅㒮ౝᗵᨴ䈻䈱ኻ╷
㪠㪄㪈㪀⚻⺖䊶ක≮㪶㪉㪅ㆊ䈭ක≮ⴕὑ
㪠㪄㪈㪀⚻⺖䊶ක≮㪶㪊㪅∛㒮ౝ䈱㔓࿐᳇
㪠㪄㪈㪀⚻⺖䊶ක≮㪶㪋㪅ක≮⸳䈱లታ
㪠㪄㪈㪀⚻⺖䊶ක≮㪶㪌㪅䍟䍎䍯ක≮
㪠㪄㪉㪀⚻⺖䊶᭴ᚑຬ㪶㪈㪅䉇䉎᳇
㪠㪄㪉㪀⚻⺖䊶᭴ᚑຬ㪶㪉㪅䇱䈱ᜬ䈧⢻ജ
㪠㪄㪉㪀⚻⺖䊶᭴ᚑຬ㪶㪊㪅ㆊൕോ
㪠㪄㪉㪀⚻⺖䊶᭴ᚑຬ㪶㪋㪅ᖚ⠪ኻᔕ
㪠㪄㪉㪀⚻⺖䊶᭴ᚑຬ㪶㪌㪅Ά䈋ዧ䈐∝⟲
㪠㪄㪊㪀⚻⺖䊶䍛䍫䍽䍎䍛㪶㪈㪅ฃઃ
㪠㪄㪊㪀⚻⺖䊶䍛䍫䍽䍎䍛㪶㪉㪅⸻ኤቶ䍃∛ቶ䍃ᬌᩏቶ
㪠㪄㪊㪀⚻⺖䊶䍛䍫䍽䍎䍛㪶㪊㪅ᓙวቶ
㪠㪄㪊㪀⚻⺖䊶䍛䍫䍽䍎䍛㪶㪋㪅䍛䍫䍽䍎䍛
㪠㪄㪊㪀⚻⺖䊶䍛䍫䍽䍎䍛㪶㪌㪅ળ⸘⓹ญ䍃⮎ዪ
㪠㪄㪋㪀⚻⺖䊶ᖚ⠪㑐ଥ㪶㪈㪅ੱᖱႎ▤ℂ䋧䉦䊦䊁䈱㐿␜
㪠㪄㪋㪀⚻⺖䊶ᖚ⠪㑐ଥ㪶㪉㪅䍐䍻䍪䍉䍎䍯䍢䍼䍃䍘䍻䍜䍻䍢
㪠㪄㪋㪀⚻⺖䊶ᖚ⠪㑐ଥ㪶㪊㪅ᖚ⠪ᗧ▫䋧䍖䍸䍎䍯䈱ኻᔕ
㪠㪄㪋㪀⚻⺖䊶ᖚ⠪㑐ଥ㪶㪋㪅ᓙ䈤ᤨ㑆䈱⍴❗
㪠㪄㪋㪀⚻⺖䊶ᖚ⠪㑐ଥ㪶㪌㪅␠ળ䈻䈱ᖱႎឭଏ䋧∛㒮䈱⺑⽿
㪡㪄㪈㪀∛㒮ㆇ༡

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

㪇㪃㪈ജ

䈠䈱䉁䉁

㬍

㬍

㪇㪃㪈ജ

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

㪇㪃㪈ജ

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

ᜬ䈤ὐ㩷㪍

㪡㪄㪉㪀ᤨઍᄌൻኻᔕ

A － 16

⾗ᢱ䇭㪘䋭㪈㪎

┙㙚ᄢቇ⚻༡ቇㇱ ᐔ⎇ⓥቶ  ࿖᳃ක≮ᗧ⼂⺞ᩏ

4. ৻ઙએࠆ

5.
5.

8.
8.

9. 10.
9. 10.

7. ญࠦࡒ
11. ᐢ๔

3. ࠹ࡆࠫࠝ

6. 7.
6. 7.

12. (
12. ( 

8. Ꮢଢࠅ
12.ߘߩઁ(

4. ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻

11.
11.

⾗ᢱ B
B-1
資料
－1

(18) ∛᳇߿ࠤࠟࠍߒߚᤨ≮⸻ߩߎߤޔᚲ߿∛㒮ߩߤߩ⸻≮⑼߳ⴕߌ߫ࠃ߆⊛⏕ߦ್ᢿߢ߈߹ߔ߆ޕ
1. ోߊߢ߈ߥ  2. ߹ࠅߢ߈ߥ  3. ࠆ⒟ᐲߢ߈ࠆ  4. ⦟ߊߢ߈ࠆ

(17) ߥߚߪ᥉Ბ≮⸻ޔᚲߣ∛㒮ࠍ⏕ߥၮḰࠍᜬߞߡಽߌߡ߹ߔ߆ޕ
1. ಽߌߡߥ     2. ಽߌߡࠆ

(16) ߥߚ߇߅߹ߩၞߦ߅ߌࠆ≮⸻ޔᚲ∛㒮ߩలታᐲวߦߟߡ߅ߨߒ߹ߔޕ
1. ోߊలታߒߡߥ     2. ߹ࠅలታߒߡߥ 
3. ࠆ⒟ᐲలታߒߡࠆ    4. ߣߡ߽లታߒߡࠆ

⸻≮ᚲ̪1 ̖ ٤٤ක㒮߿٤٤ࠢ࠾࠶ࠢߣߞߚޔ20 ᐥᧂḩߩዊⷙᮨߥක≮ᯏ㑐

6. ኅᣖ
10. ቇᩞ⡯႐߆ࠄߩㅢ⍮

3. 4.
3. 4.

2. 㔀

2.
2.

1. ᣂ⡞

1.
1.

5. ක≮ߦ㑐ߔࠆᦠ☋ߥߤ
9. ක≮ᯏ㑐߿㑐ଥ⠪

ක≮ᐲߦ㑐ߔࠆᖱႎ
ၞߩ⸻≮ᚲ∛㒮ߦ㑐ߔࠆᖱႎ

)

(15) ޟක≮ᐲޟ߿ޠၞߩ⸻≮ᚲ̪1∛㒮ߦޠ㑐ߔࠆ᭽ߥޘᖱႎࠍߤߎ߆ࠄᓧߡ߹ߔ߆ߙࠇߘޕ
ࠇߦߟߡᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩోߡߦ٤ࠍઃߌߡߊߛߐޕ

(14) ା㗬ߢ߈ࠆක⠪㧔߆߆ࠅߟߌක㧕߇߹ߔ߆ޕ
1. ߥ  2. ࠆ

(13) ߎߎ 23 ᐕߢ∛ޔ᳇ࠤࠟߥߤߢ∛㒮ߦⴕߞߚߎߣ߇ઙࠅ߹ߔ߆ޕ
1. ోߊߥ
2. ඨᐕߦ৻ઙߊࠄࠆ
3. ੑਃࡩߦ৻ઙߊࠄࠆ

ƂîƃҔၲƴ᧙Ƣǔʙܱ᧙̞ƴƭƍƯƓݮƶƠǇƢŵ

(12) ޔᐕ㊄ࠍᡰᛄߞߡ߹ߔ߆ޔߪߚ߹ޕᐕ㊄ࠍฃߌขߞߡ߹ߔ߆ޕ
1. ᡰᛄ߽ฃߌขࠅ߽ߒߡߥ
2. ቇ↢⚊ઃ․ᐲࠍߞߡࠆ
3. ᡰᛄߞߡࠆ㧔⚂     㧛㧕
4. ฃߌขߞߡࠆ㧔⚂     㧛㧕

(㧠)㧨߹㧪㧦 1. ㄭᳯᐈᏒ 2. ⨲ᵤᏒ
3. ᄢᵤᏒ
4. ੩ㇺᏒ
5. ߘߩઁ㧔
    㧕
(㧡)㧨หዬੱߩή㧪㧦
1. ήߒ
2. ࠅ
(㧢)㧨㈩⠪ߩή㧪㧦
1. ήߒ
2. ࠅ
(㧣)㧨ሶଏߩή㧪㧦
1. ήߒ
2. 15 ᱦએਅߩሶଏ(  ੱ)
3. 16 ᱦએߩሶଏ(  ੱ)
(㧤)㧨⁛┙ߒߡࠆሶଏ㧔␠ળੱ㧕ߩή㧪   1. ήߒ
2. ࠅ(   ੱ)
(㧥)㧨㒮⚻㛎㧪㧦
1. ήߒ
2. ࠅᦨޣ㐳     ᣣ㑆ㅳ㑆ࡩ㑆㧔ߕࠇ߆ߦޚ㧕ޤ
(10)㧨ᤨ㑆ᄖ⸻≮㧔ᢇᕆක≮㧕⚻㛎㧪㧦 1. ήߒ
2. ࠅ
(11)㧨㒾ߩ⒳㘃㧪㧦
1. ࿖᳃ஜᐽ㒾
2. ⚵วஜᐽ㒾 3. ᐭ▤ஜᐽ㒾
4. ᷣ⚵ว㒾
5. ᣣ㓹㒾
6. ⦁ຬ㒾
7. ߘߩઁ㧔               㧕

)
)

ƂíƃƋƯƸǇǔႸƴŨǇƨƸ 
ƴᚡλǛƠƯɦƞƍŵ

(㧝)㧨ᕈ㧪㧦 1. ↵ᕈ
2. ᅚᕈ
(㧞)㧨ᐕ㦂㧪㧦 1. 20 ᱦᧂḩ 2. 20 ઍ
3. 30 ઍ
4. 40 ઍ
5. 50 ઍ
6. 60 ઍ
7. 70 ઍએ
(㧟)㧨⡯ᬺ㧪㧦 1. ቇ↢
2. ᱜ␠ຬ
3. ᄾ⚂ᵷ㆜␠ຬ
4. 㩔㩩㨺㩎㨯㨻㩣㩔㩨㨼㩎
5. ක≮ᯏ㑐ᓥ⠪
        6. ോຬ
7. ⥄༡ᬺ
8. ኾᬺਥᇚ
9. ή⡯
10. ߘߩઁ㧔

㧕

┙㙚ᄢቇ⚻༡ቇㇱ ᐔ⎇ⓥቶ  ࿖᳃ක≮ᗧ⼂⺞ᩏ

2. ᭴ᚑຬߩኻᔕ

6. ࡃࠕࡈߩలታᐲ
9. ᓙߜᤨ㑆
12. ⷙᮨ(ੱ✚ว∛㒮ߥߤ)
            㧕

3. 㒮ౝ㔓࿐᳇㧔ᷡẖᗵߥߤ㧕

4. ක≮ᯏེ(CTޔㅘᨆߥߤ)
7. 㐿⸳⸻≮⑼ߩ⒳㘃
10. ක≮ߩోᕈ

3. 㒮ౝ㔓࿐᳇㧔ᷡẖᗵߥߤ㧕

(27) ක≮⾌㗴ߩ⸃ߩߚߦߪޔ߇ലᨐ⊛ߛߣᕁ߹ߔ߆ޕએਅߩਛ߆ࠄੑߟએౝߢ߅╵߃
ਅߐޕ
䋱
䋲
1. ࿖᳃⽶ᜂߩჇട   2. ࿖᳃ߩஜᐽߦ㈩ᘦߒߚ↢ᵴ  
3. ∛㒮⚻༡ߩᡷༀ   4. ੍㒐ක≮ߩㅴዷ  
5. ዋሶൻኻ╷     6. ක≮⾌એᄖߢߩᱦᷫ
 7. ߘߩઁ㧔                   㧕
⾗ᢱBB-2
資料
－2

(26) ᐭߪޔᐕޘჇ߃⛯ߌࠆක≮⾌ߩᛥߩߚߦޔ࿖᳃ߩ⽶ᜂࠍᄢ߈ߊߔࠆ╷ࠍᛂߜߒߡ
߹ߔߥ߁ࠃߩߎޕേ߈ߦኻߒߡߤߩࠃ߁ߦᕁ߹ߔ߆ޕ
1. ․ߦ߽ᕁࠊߥ  2. ኻߢࠆ  3. ዋሶ㜞㦂ൻ␠ળߩߚᣇ߇ߥ 4. ⾥ᚑߢࠆ

(25) ක≮߮ࠆ߆߆ߦ⼔ޔߩ⾌↪㧔ᐕ㊄ޔ㒾ᢱ㧕ߪ↢ߩߚߥޔᵴߦߣߞߡߩ⽶
ᜂߦߥߞߡ߹ߔ߆ޕ
1. ోߊ⽶ᜂߦߥߞߡߥ   2. ߹ࠅ⽶ᜂߦߥߞߡߥ
3. ዋߒ⽶ᜂߦߥߞߡࠆ    4. ߣߡ߽⽶ᜂߦߥߞߡࠆ

(24) ක≮ߦ㑐ㅪߔࠆ㗄ߩਛߢޔએਅߩਛ߆ࠄ㑐ᔃߩࠆ߽ߩోߡߦࠍޚઃߌߡਅߐޕ
1. ․ߦߥ
2. ක≮⾌ߩ㜞㛛
3. 㜞㦂⠪⽶ᜂ
4. ⊛∛㒮ߩ⿒ሼ
5. ක≮ᓥ⠪ߩਇ⿷
6. ዊఽ⑼ߩਇ⿷
7. ⼔ᐲ
8. ߘߩઁ(     

)

6. ࡃࠕࡈߩలታᐲ
9. ᓙߜᤨ㑆
12. ߘߩઁ㧔         㧕

ƂðƃƷҔၲሊƴ᧙ƠƯƓݮƶƠǇƢŵ

2. ᭴ᚑຬߩኻᔕ
5. ࠕࡈ࠲ࠤࠕߩలታᐲ
8. ⥄↱⸻≮ߩᢱ㊄
11. ࠕࠢࠬߥߤ┙

1. ක≮ᛛⴚ(ක⠪ߩ⣨ߥߤ)

(23) ⸻≮ᚲ∛㒮ߦኻߒߡߦ․ޔᡷༀ߿లታߒߡ᰼ߒߎߣࠍޔએਅߩਛ߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩోߡߦ
ࠍޚઃߌߡਅߐޕ

(22) ߹ߢฃߌߡ߈ߚ⸻≮ᚲ∛㒮ߦ߅ߌࠆක≮ߦߟߡߤ߁ᗵߓߡ߹ߔ߆ޕ
1. ਇḩߢࠆ  2. ዋߒਇḩߢࠆ  3. ࠆ⒟ᐲḩ⿷ߒߡࠆ  4. ḩ⿷ߒߡࠆ

4. ක≮ᯏེ(CTޔㅘᨆߥߤ)
5. ࠕࡈ࠲ࠤࠕߩలታᐲ
7. 㐿⸳⸻≮⑼ߩ⒳㘃
8. ⥄↱⸻≮ߩᢱ㊄
10. ක≮ߩోᕈ
11. ࠕࠢࠬߥߤ┙
13. ߘߩઁ㧔                       

1. ක≮ᛛⴚ(ක⠪ߩ⣨ߥߤ)

(21) ߥߚ߇⸻≮ᚲ∛㒮ࠍㆬᛯߔࠆ㓙ߦߦ․ޔ㊀ⷐⷞߔࠆߎߣࠍޔએਅߩਛ߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩో
ߡߦࠍޚઃߌߡਅߐޕ

Ƃïƃᚮၲȷ၏ᨈƴƭƍƯƓݮƶƠǇƢŵ

(20) ஜᐽᗧ⼂ߦߟߡ߅ߨߒ߹ߔޕએਅߩਛ߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩోߡߦࠍޚઃߌߡߊߛߐޕ
1. ․ߦ߽ߒߡߥ
2. 㘩↢ᵴߦ᳇ࠍߞߡࠆ
3. ቯᦼ⊛ߦஜᐽ⸻ᢿࠍฃߌߡࠆ
4. ㆡᐲߥㆇേࠍᔃដߌߡࠆ
5. ⷙೣᱜߒ↢ᵴࠍㅍߞߡࠆ 6. චಽߦ⌧⌁ࠍߣߞߡࠆ
7. ᾍ⨲㨯߅㈬ࠍߒߥ(ប߃ߡࠆ)
8. ߘߩઁ(
                 )

(19) ක≮⍮⼂ߦ㑐ߒߡ߅ߨߒ߹ߔޕᰴߩਛ߆ࠄ⍮ߞߡࠆ߽ߩోߡߦࠍޚઃߌߡߊߛߐޕ
1. ࠴ࡓක≮
2. 㔚ሶࠞ࡞࠹
3. ࠗࡦࡈࠜࡓ࠼ࠦࡦࡦ࠻
4. ࠞࡦ࠼ࠝࡇ࠾ࠝࡦ
5. ᧄੱਃഀ⽶ᜂ
6. ࠢ࠾ࠞ࡞ࡄࠬ 7. 㜞㦂⠪⽶ᜂߩჇᄢ
8. ⋴⼔Ყ₸ߩᄌᦝ

病院経営の三公準から見た経営課題（平井・福田・山本・下垣内）
133

┙㙚ᄢቇ⚻༡ቇㇱ ᐔ⎇ⓥቶ  ࿖᳃ක≮ᗧ⼂⺞ᩏ

立命館経営学（第 46 巻

⾗ᢱ B-3
資料
B －3

㧨ߘߩઁޔක≮ߦ㑐ߒߡᗧ╬߇ࠇ߫⥄↱ߦ߅ᦠ߈ਅߐ㧪

⾰ߪએߢߔߏޕදജࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߒߚޕ

(33) ↢⛽ᜬⵝ⟎ߥߤߩޔᑧක≮ߦߟߡߤ߁ᕁ߹ߔ߆ޕ
1. ᔅⷐߥ 
2. ߤߜࠄߣ߽⸒߃ߥ   3. ᔅⷐߢࠆ

(32) ක≮߿⼔ߩᓟߦߟߡޔෂᯏᗵࠍᗵߓߡ߹ߔ߆⽷ޕߡߟߦࠇߙࠇߘߩ᧚ੱޔ
ߦ⸥ߒߡߊߛߐޕ
⽷
ੱ᧚
  1. ోߊᗵߓߡߥ   2. ߹ࠅᗵߓߡߥ 
3. ዋߒᗵߓߡࠆ  
4. 㕖Ᏹߦᗵߓߡࠆ

(31) ක≮߿⼔ᐲߩᓟߦߟߡߩߤޔ⒟ᐲ㑐ᔃ߇ࠅ߹ߔ߆ޕ
1. ోߊ㑐ᔃ߇ή  2. ߹ࠅ㑐ᔃ߇ή  3. ࠆ⒟ᐲ㑐ᔃ߇ࠆ  4. 㕖Ᏹߦ㑐ᔃ߇ࠆ

࿖᳃⊝㒾ᐲ̪2 ̖↢ᵴ⼔ߩฃ⛎⠪ߥߤߩ৻ㇱࠍ㒰ߊో࿖᳃߇ޔࠄ߆ߩᒻߢஜᐽ㒾ߦടߔࠆࠃ߁ߦቯࠄࠇߡࠆޕ

(30) ޔᣣᧄߪ࿖᳃⊝㒾ᐲ̪2 ߢක≮߿⼔ࠍ㓚ߒߡ߹ߔߩߎޕᐲߦߟߡߤ߁ᕁ
߹ߔ߆ޕ
1. Ⴧ⒢߇ߞߡ߽ੱߩක≮⾌⽶ᜂߪᷫࠄߔᐲ߇⦟  2. ⁁⛽ᜬߢ⦟
3. ᚲᓧߦวߞߚක≮߿⼔ࠍฃߌࠄࠇࠆᐲ߇⦟

(29) ࿖ߩක≮╷ߦኻߒߡ࠻࠶ࡒࠦޔ㧔ෳ↹㧕ߒߚߣᕁ߹ߔ߆ޕ
   1. ᕁࠊߥ  2. ߹ࠅᕁࠊߥ  3. ࠆ⒟ᐲᕁ߁  4. ᕁ߁

(28) ޔᐭߪක≮╷ࠍ࿖᳃ߦ⍮ࠄߖࠆദജࠍߒߡࠆߣᕁ߹ߔ߆ޕ
 1. ᕁࠊߥ  2. ߹ࠅᕁࠊߥ  3. ࠆ⒟ᐲᕁ߁  4. ᕁ߁

134
第 1 号）

病院経営の三公準から見た経営課題（平井・福田・山本・下垣内）
䊤䊔䊦
㪓㪈㪕ᕈ㩷
㪓㪉㪕ᐕ㦂㩷
㪓㪊㪕⡯ᬺ㪶ቇ↢
㪓㪊㪕⡯ᬺ㪶ᱜ␠ຬ
㪓㪊㪕⡯ᬺ㪶ᄾ⚂䊶ᵷ㆜
㪓㪊㪕⡯ᬺ㪶䍨䍽䍎䍢䍃䍏䍷䍨䍼䍐䍢
㪓㪊㪕⡯ᬺ㪶ක≮ᓥ⠪
㪓㪊㪕⡯ᬺ㪶ോຬ
㪓㪊㪕⡯ᬺ㪶⥄༡ᬺ
㪓㪊㪕⡯ᬺ㪶ኾᬺਥᇚ
㪓㪊㪕⡯ᬺ㪶ή⡯
㪓㪊㪕⡯ᬺ㪶䈠䈱ઁ
㪓㪋㪕䉁䈇㪶ㄭᳯᐈ
㪓㪋㪕䉁䈇㪶⨲ᵤᏒ
㪓㪋㪕䉁䈇㪶ᄢᵤᏒ
㪓㪋㪕䉁䈇㪶੩ㇺᏒ
㪓㪋㪕䉁䈇㪶䈠䈱ઁ
㪓㪌㪕หዬੱ䈱ή㩷
㪓㪍㪕㈩⠪䈱ή㩷
㪓㪎㪕ሶଏή㪶ή䈚
㪓㪎㪕ሶଏή㪶㪈㪌ᱦએਅ
㪓㪎㪕ሶଏή㪶㪈㪍ᱦએ
㪓㪏㪕⁛┙ሶଏή㩷
㪓㪐㪕㒮⚻㛎㩷
㪓㪈㪇㪕ᤨ㑆ᄖ⸻≮⚻㛎㩷
㪓㪈㪈㪕㒾㪶࿖᳃
㪓㪈㪈㪕㒾㪶⚵ว
㪓㪈㪈㪕㒾㪶ᐭ▤
㪓㪈㪈㪕㒾㪶ᷣ⚵ว
㪓㪈㪈㪕㒾㪶ᣣ㓹
㪓㪈㪈㪕㒾㪶⦁ຬ
㪓㪈㪈㪕㒾㪶䈠䈱ઁ
㪓㪈㪉㪕ᐕ㊄㪶ᡰᛄ䊶ฃขή䈚
㪓㪈㪉㪕ᐕ㊄㪶ቇ↢․
㪓㪈㪉㪕ᐕ㊄㪶ᡰᛄ
㪓㪈㪉㪕ᐕ㊄㪶ฃข
㪓㪈㪊㪕ㅢ㒮㗫ᐲ㩷
㪓㪈㪋㪕ା㗬ක⠪䈱ή㩷
㪓㪈㪌㪕ᐲᖱႎḮ㪶ᣂ⡞
㪓㪈㪌㪕ᐲᖱႎḮ㪶㔀
㪓㪈㪌㪕ᐲᖱႎḮ㪶㪫㪭㪩㪛
㪓㪈㪌㪕ᐲᖱႎḮ㪶㪠㪫
㪓㪈㪌㪕ᐲᖱႎḮ㪶ක≮ᦠ☋
㪓㪈㪌㪕ᐲᖱႎḮ㪶ኅᣖ
㪓㪈㪌㪕ᐲᖱႎḮ㪶ญ䉮䊚
㪓㪈㪌㪕ᐲᖱႎḮ㪶Ꮢଢ䉍
㪓㪈㪌㪕ᐲᖱႎḮ㪶ᯏ㑐㪆㑐ଥ⠪
㪓㪈㪌㪕ᐲᖱႎḮ㪶ቇᩞ䊶⡯႐
㪓㪈㪌㪕ᐲᖱႎḮ㪶ᐢ๔
㪓㪈㪌㪕ᐲᖱႎḮ㪶䈠䈱ઁ
㪓㪈㪌㪕∛㒮ᖱႎḮ㪶ᣂ⡞
㪓㪈㪌㪕∛㒮ᖱႎḮ㪶㔀
㪓㪈㪌㪕∛㒮ᖱႎḮ㪶㪫㪭㪩㪛
㪓㪈㪌㪕∛㒮ᖱႎḮ㪶㪠㪫
㪓㪈㪌㪕∛㒮ᖱႎḮ㪶ක≮ᦠ☋
㪓㪈㪌㪕∛㒮ᖱႎḮ㪶ኅᣖ
㪓㪈㪌㪕∛㒮ᖱႎḮ㪶ญ䉮䊚
㪓㪈㪌㪕∛㒮ᖱႎḮ㪶Ꮢଢ䉍
㪓㪈㪌㪕∛㒮ᖱႎḮ㪶ᯏ㑐㪆㑐ଥ⠪
㪓㪈㪌㪕∛㒮ᖱႎḮ㪶ቇᩞ⡯႐
㪓㪈㪌㪕∛㒮ᖱႎḮ㪶ᐢ๔
㪓㪈㪌㪕∛㒮ᖱႎḮ㪶䈠䈱ઁ
㪓㪈㪍㪕∛ක㒮లታᐲ㩷
㪓㪈㪎㪕∛ක㒮↪ၮḰ㩷
㪓㪈㪏㪕∛ක㒮್ᢿ㩷
㪓㪈㪐㪕ක≮⍮⼂
㪓㪉㪇㪕ஜᐽᗧ⼂ᐲ㩷
㪓㪉㪈㪕㊀ⷞ㗄⋡㪶ක≮ᛛⴚ
㪓㪉㪈㪕㊀ⷞ㗄⋡㪶᭴ᚑຬኻᔕ
㪓㪉㪈㪕㊀ⷞ㗄⋡㪶㒮ౝ㔓࿐᳇
㪓㪉㪈㪕㊀ⷞ㗄⋡㪶ක≮ᯏེ
㪓㪉㪈㪕㊀ⷞ㗄⋡㪶䍏䍪䍞䍎䍗䍏
㪓㪉㪈㪕㊀ⷞ㗄⋡㪶䍨䍼䍶䍏䍪䍶䍎
㪓㪉㪈㪕㊀ⷞ㗄⋡㪶㐿⸳⸻≮⑼
㪓㪉㪈㪕㊀ⷞ㗄⋡㪶⥄↱⸻≮ᢱ㊄
㪓㪉㪈㪕㊀ⷞ㗄⋡㪶ᓙ䈤ᤨ㑆
㪓㪉㪈㪕㊀ⷞ㗄⋡㪶ක≮ోᕈ
㪓㪉㪈㪕㊀ⷞ㗄⋡㪶䍏䍖䍜䍛┙
㪓㪉㪈㪕㊀ⷞ㗄⋡㪶ⷙᮨ
㪓㪉㪈㪕㊀ⷞ㗄⋡㪶䈠䈱ઁ
㪓㪉㪉㪕ක≮ḩ⿷ᐲ㩷
㪓㪉㪊㪕ⷐᦸ㗄⋡㪶ක≮ᛛⴚ
㪓㪉㪊㪕ⷐᦸ㗄⋡㪶᭴ᚑຬኻᔕ
㪓㪉㪊㪕ⷐᦸ㗄⋡㪶㒮ౝ㔓࿐᳇
㪓㪉㪊㪕ⷐᦸ㗄⋡㪶ක≮ᯏེ
㪓㪉㪊㪕ⷐᦸ㗄⋡㪶䍏䍪䍞䍎䍗䍏
㪓㪉㪊㪕ⷐᦸ㗄⋡㪶䍨䍼䍶䍏䍪䍶䍎
㪓㪉㪊㪕ⷐᦸ㗄⋡㪶㐿⸳⸻≮⑼
㪓㪉㪊㪕ⷐᦸ㗄⋡㪶⥄↱⸻≮ᢱ㊄
㪓㪉㪊㪕ⷐᦸ㗄⋡㪶ᓙ䈤ᤨ㑆
㪓㪉㪊㪕ⷐᦸ㗄⋡㪶ක≮ోᕈ
㪓㪉㪊㪕ⷐᦸ㗄⋡㪶䍏䍖䍜䍛┙
㪓㪉㪊㪕ⷐᦸ㗄⋡㪶䈠䈱ઁ
㪓㪉㪋㪕╷㑐ᔃὐ㪶․䈮䈭䈇
㪓㪉㪋㪕╷㑐ᔃὐ㪶ක≮⾌㜞㛛
㪓㪉㪋㪕╷㑐ᔃὐ㪶㜞㦂⠪⽶ᜂ
㪓㪉㪋㪕╷㑐ᔃὐ㪶⊛∛㒮⿒ሼ
㪓㪉㪋㪕╷㑐ᔃὐ㪶ᓥ⠪ਇ⿷
㪓㪉㪋㪕╷㑐ᔃὐ㪶ዊఽ⑼ਇ⿷
㪓㪉㪋㪕╷㑐ᔃὐ㪶䊶ᐲ
㪓㪉㪋㪕╷㑐ᔃὐ㪶䈠䈱ઁ
㪓㪉㪌㪕ක≮⾌⽶ᜂᗵ
㪓㪉㪍㪕࿖᳃⽶ᜂჇ䍃ᗧ㩷
㪓㪉㪎㪕ක≮⾌ᛥ㪶࿖᳃⽶Ⴧ
㪓㪉㪎㪕ක≮⾌ᛥ㪶ஜᐽ↢ᵴ
㪓㪉㪎㪕ක≮⾌ᛥ㪶∛㒮⚻༡
㪓㪉㪎㪕ක≮⾌ᛥ㪶੍㒐ක≮
㪓㪉㪎㪕ක≮⾌ᛥ㪶ዋሶൻኻ╷
㪓㪉㪎㪕ක≮⾌ᛥ㪶ᱦᷫ
㪓㪉㪎㪕ක≮⾌ᛥ㪶䈠䈱ઁ
㪓㪉㪏㪕䉝䉦䉡䊮䉺䊎䊥䊁䉞㩷
㪓㪉㪐㪕╷ෳ↹ᗧ᰼㩷
㪓㪊㪇㪕ක≮ᐲⷰ㩷
㪓㪊㪈㪕ක≮ᐲ㑐ᔃᐲ㩷
㪓㪊㪉㪕ක≮ෂᯏᗧ⼂䋨⽷䋩㩷
㪓㪊㪉㪕ක≮ෂᯏᗧ⼂䋨ੱ᧚䋩㩷
㪓㪊㪊㪕ᑧක≮ᗧ

ജᨒ

⸃ᨆᨒ

⋥ធജ

⋥ធജ

㪇䋬㪈ಣℂ

㪇䋬㪈ಣℂ

㪇䋬㪈ಣℂ

㒰

⋥ធജ

⋥ធജ

㪇䋬㪈ಣℂ

㪇䋬㪈ಣℂ

ή䈚䈭䉌㪇䋬䉍䈭䉌䋨䇭䋩ౝ䈱ᢙሼ䉕ജ

ή䈚䈭䉌㪇䋬䉍䈭䉌䋨䇭䋩ౝ䈱ᢙሼ䉕ജ

ή䈚䈭䉌㪇䉕ജ䋬䉍䈭䉌ᣣᢙ឵▚䈪ജ
⋥ធജ

ή䈚䈭䉌㪇䉕ജ䋬䉍䈭䉌ᣣᢙ឵▚䈪ജ
⋥ធജ

㪇䋬㪈ಣℂ

㪇䋬㪈ಣℂ
ᣣ㓹䇮䈠䈱ઁ䈲㒰

㪇䋬㪈ಣℂ
㪇䋬㪈ಣℂ
⋥ធജ
⋥ធജ

㪇䋬㪈ಣℂ

㪇䋬㪈ಣℂ
䈠䈱ઁ䈲㒰

㪇䋬㪈ಣℂ

㪇䋬㪈ಣℂ
䈠䈱ઁ䈲㒰

⋥ធജ

⋥ធജ

ᢙಣℂ

ᢙಣℂ

㪇䋬㪈ಣℂ

㪇䋬㪈ಣℂ
䈠䈱ઁ䈲㒰

⋥ធജ

⋥ធജ

㪇䋬㪈ಣℂ

㪇䋬㪈ಣℂ
䈠䈱ઁ䈲㒰

㪇䋬㪈ಣℂ

㪇䋬㪈ಣℂ
䈠䈱ઁ䈲㒰

⋥ធജ

⋥ធജ
㪉䉕㪈䋬㪈䉕㪉䈮ᄌ឵䇭㪊䋬㪋䈲䈠䈱䉁䉁䋨ุቯ㸢⢐ቯ䈮䋩

ᜬ䈤ὐಣℂ䋨㪊ὐ䋩

ᜬ䈤ὐಣℂ䋨㪊ὐ䋩
䈠䈱ઁ䈲㒰

⋥ធജ

⋥ធജ

⾗ᢱ㩷㪙㪄㪋

資料

B －4

135

