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1. 背景「従来のマネジメントに毀損され続けている人材資源」 

これから, 従来のクリニックのお話をします.  

 

医療機関の存在意義は収益を追求することではないことを断った上で, あえてビジネスの観点で捉えるとクリニ

ックは「高固定費型ビジネス」に分類されます. 飲食店や衣料品, スーパーマーケットとは異なり初期投資と維

持費に高額の費用がかかります. その一方で提供するのは原価(仕入れ価格のこと)がかからない医療サービスで

す. クリニックの固定費の内訳は家賃, 医療機器リース台, そして人件費です. 一日の受診数が 20 人でも 50 人

でも, 経営者が月々支払う費用は大きく変化しないということです. 

 

従って開業当初は大変な負債と毎月の赤字に頭を抱える日々が続きますが, 開業当初の真摯な診療が地域に支持

され, 受診患者数が順調に増えてゆくに従い大きな収益が生まれます.  

 

さて, ここからが本題です. 典型的な開業医は「高固定費型」の構造を維持したまま, 収益を享受します. なぜで

しょうか. 経営者の思い, 思惑は様々です. しかし家賃や医療機器リース台などは大きく変化しないことを踏ま

えると, その根底にある考え方は人件費に関連する以下の 3 点に集約するでしょう. 

 

●人件費をコストと捉え, 節減の対象とみなす 

●人件費を増加させてでもスタッフを増員したいが, クリニックの空間的制約の為に上限が概ね決まっている 

●人件費を増加させてでもスタッフを増員したいが, 採用が上手く行かない 

 

1 つ目と 2 つ目は経営者の資質とクリニックが置かれた環境の問題です. 3 つ目はそれらの末期症状です. そして

多くのクリニックが, 1 日に受診する患者が倍増したとしても大して変わらないスタッフ体制で診療を続けるこ

とを選択するか, 選択せざるを得なくなります. 

 

スタッフ一人あたりに対する受診数が増えると仕事は充実してゆきますが, あるラインを超えると疲弊が始まり

ます. 業務はマルチタスク化し, 突発的なトラブルの頻度が増え, それを吸収できなくなくなるでしょう. 受付

や会計業務の効率や, サービスの質も低下します. 長い待ち時間と, 不十分なサービスに苛立つ受診患者の対応

に晒されたスタッフのプロフェッショナリズムは損なわれます. スタッフはやむなく自身の職業を金銭的報酬獲

得手段と捉えなおし, 消極的な転職を繰り返さざるを得なくなります. 

 

これが従来のクリニックの構造であり, クリニック業界の人材資源が毀損され続けてきたメカニズムです. 

 

私たちは, この問題を解決したいと考えています. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. フェイズ制の着想とコンセプト 

フェイズ制は, ある IT 企業のビジネスモデルから着想を得た新しい報酬モデルです. 経営者の主観や一存とい

った曖昧な基準によって報酬を変化させるのではなく, 誰がどの立場から見ても客観的であるように設計されて

います. 錦糸町内科ハートクリニックの 3 つのコア・コンピタンスの 1 つです. 

(※他 2 つは「Task-Shifting Structure のエコシステム化」「プレ・ティール型組織構築」です. 別の機会に詳述し

ます) 

 

その基本にあるのが以下の 3 つのコンセプトです. 

 

●各フェイズを可能な限り客観的な基準によって規定する 

●受診数の増加に対し, 空間的時間的拡大で対応する 

●負担する業務において, スタッフ間の公平性を維持する. トラスト・ペイの精神を遵守する 

 

それぞれ, 少し詳しく説明します.  

 

●各フェイズを可能な限り客観的な基準によって規定する 

フェイズを客観的な基準で規定することにより, 開業フェイズの経営破綻リスクを最小化し, 成長フェイズにお

ける私たちが受け取る報酬やキャリア上の価値を安定して高めることが可能となります. 開業フェイズで重要な

ポイントが「損益分岐点の通過」です. これを通過する前に運転資金が枯渇した場合, クリニックは経営破綻し

ます. 従ってコストコントロールが極めて重要です.  

損益分岐点通過後, 私たちは次第に多くの選択肢を獲得することになります. 最優先事項がスタッフの雇用条件

整備です. 詳細は後述しますが, 週 4 日以上勤務のスタッフを正職員化し, 月給 4 ヶ月分の賞与を設定し, 社会

保障を完備します. 正職員でも時給制を継続します. ダブルワーク可・推奨です. これはもちろん, 全員が一体と

なりひと月でも早く損益分岐点を通過するための動機づけの意図を含んでいます. 

 

●受診数の増加に対し, 空間的時間的拡大で対応する 

クリニックが地域に支持され受診数が順調に増加した場合に, 疲弊ラインの制御とクリニックの成長を両立する

施策が求められます. まず, 当院では外来 1 列 8 時間診療(受付 7 時間)で 70 名を外来医の疲弊ラインとしてい

ます. 70 名でぎりぎり快適に診療出来たが, 90 名では継続困難であると感じた福井自身の体験に基づくものです. 

従って, この疲弊ラインを基準とし, 外来の二列化, 週 6 日診療, 週 7 日診療と空間的時間的拡大を行います. 受

診数に応じた計画的なスタッフ増員を行うことにより, コストコントロールとスタッフの業務量緩和の両立を図

ります. 

 

●負担する業務において, スタッフ間の公平性を維持する. トラスト・ペイの精神を遵守する 

当院ではシステムに基づく不公平を可能な限り縮小することで, 将来生じうるスタッフ間の不満や紛争をゼロに

近づけたいと考えています.  

 

当院にセカンドプレイスとしての価値を感じ, プライベートとのバランスを取りながら安定して勤務して頂ける

スタッフの存在はクリニックの生命線です. 一方で, 当院ではクリニックの枠を超えた成長とキャリアアップを

描く人材の輩出も, 社会に果たすべき責任と位置付けています. 当院では両方のスタイルを奨励します.  

 



従ってフェイズ制では勤続年数に応じた評価を行わず, 能力に対するインセンティブも設定していません. 役割

に応じた業務の執行責任に対してのみ報酬が支払われます. 支えあいや助け合いを奨励致しますが, 経験や能力, 

勤続年数を根拠としたスタッフ間での業務委譲を禁止します.  

 

つまり, 新入職スタッフも既存スタッフと同様に業務が割り当てられ, フェイズ制によって報酬が規定されます.  

フェイズ 3 以降は入職後 3 ヶ月間のプリセプティ期間を設けており, プリセプティ時給となります. 既存スタッ

フから新入職者のサポートに責任を負うプリセプターを選出し, 期間の間プリセプター手当を支給致します. そ

の後は既存スタッフと同様の報酬となります. フェイズ 3 以降は新入職スタッフが採用されることによってフェ

イズアップの実現につながる為, 高時給募集でスタッフ採用が迅速に決まることで既存スタッフの理にもかなう

仕組みになっています. 

 

フェイズ制では, パートタイム, 正職員の双方とも時給制を採用しています. この時給は「トラスト・ペイの精

神」に基づき, 全てのスタッフに業界上位 20%に入る固定時給を約束しています. 「トラスト・ペイの精神」と

は, 「全スタッフが理念実現に向けて個々のベストを尽くすことに対する信頼」です. 

 

 

 

 

3. フェイズ制の全体像とスタッフ増員計画 

フェイズ制の全体像とスタッフ増員計画を示します. 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

4. フェイズ制を規定する指標 

フェイズ 0：開業前(2019 年 3 月末まで)とします. 

フェイズ 1：開業後(2019 年 4 月 1 日)から損益分岐点到達までとします. 

フェイズ 2：損益分岐点到達から 2 診制開始までとします. 

フェイズ 3：2 診制開始から, 週 6 日診療開始(木曜日診療)までとします. 

フェイズ 4：週 6 日診療開始から週 7 日診療開始(日曜日診療)までとします. 

フェイズ 5：週 7 日診療開始から部分的夜間診療導入までとします. 

フェイズ 6：部分的夜間診療導入から, 全日夜間診療開始までとします. 

フェイズ X：法人化, 分院展開以降とします. 

 

 

 

フェイズ 時給 年収(万) 人数 時給 年収(万) 人数 時給 年収(万) 人数 時給 年収(万) 人数

開業前 0 1000 192 2 1200 230.4 1 1600 307.2 1

開業後 1 1200 230.4 2 1400 268.8 1 1800 345.6 2

BEP超え 2 1200 307.2 2 1400 358.4 2 1800 460.8 3

2診制開始 3 1200 307.2 3 1400 358.4 3 1800 460.8 4

週6日開始 4 1200 307.2 3 1400 358.4 4 1800 460.8 5

週7日開始 5 1500 384 4 1800 460.8 5 2200 563.2 5

夜間診療導入 6 1500 384 5 1800 460.8 5 2200 563.2 6

分院展開 X 2500 640 1

アソシエイト シニアアソシエイト マネジャー ナース



5. 損益分岐点の定義 

損益分岐点の定義は非常に重要です. 予測財務諸表において, 平均診療単価 8000 円, 診療日数月 20 日と仮定し

受診患者数 40 名と見積もっていますが, 厳密には DropBox で共有するキャッシュフロー計算書(予測財務諸表

の PL タブ参照)で決定します. その際に前提となる条件を以下に示します. 

 

●事務長 1 名, アソシエイト 2 名, シニアアソシエイト 1 名, ナース 2 名体制 

●院長月収 160 万円相当を Cash-out に含める 

●正職員化によって増加する人件費(賞与, 社会保障費など)を Cash-out に含める 

●賞与はフェイズ 2 に移行後の月から起算し金額を決定する 

●長期借入金に対する返済金を Cash-out に含める 

●2 ヶ月後の保険診療報酬振り込みでキャッシュフローがプラスに転じると予測される場合は 2 カ月間前倒しで

フェイズ 2 に入る 

●受診数増加の為に追加のマーケティング費用を要した場合は, これを含める. 

 

6. Duty-Free Rule 

当院では診療体制の空間的時間的拡大に合わせ, フェイズ 4 から Duty-Free Rule を導入します. 

 

フルタイム(週 5 日相当)で勤務する正職員(医師以外)を対象とし, 20 日勤務あたり 4 日間を診療オペレーション

から外れるフレキシブル勤務とする制度です. 日々の診療で生じた問題や課題を創造的に解決し, 暗黙知を明文

化し蓄積することで診療オペレーション向上を追求することを目的としています. 業務内容によっては自宅勤務

も可能です. 

 

Duty-Free Rule の副次的効果を以下に示します. 

 

① スタッフの欠勤に対するバッファ機能 

当院のスタッフはほぼ女性で構成されると想定し, 体調変化や育児に関連する欠勤に対して柔軟に対応出来

る体制を目指しています. Duty-Free Rule を導入することによって, 当日の欠勤に対してもスタッフ間で

Duty-Free を交替するなどの対応を可能とします.  

② 総スタッフ数増加による組織ガバナンス機能 

特定個人への職能権限の集中を回避し, 分散することで組織硬直化を防止します. 

③ キャリアアップによる積極的離職や, 分院展開を想定した人材資源ストレージ機能 

当院は, 自らの志の実現の為に自身の能力開発に努め, 行動する人物を輩出し, 退職後も支援します. 人材資

源の蓄積は, スタッフの離職に伴うオペレーション上のダメージを吸収できる人事体制を実現し, 志あるス

タッフのキャリアチェンジを奨励する文化を醸成します. 

 

 

 

 

 

 



7. マネジャー制度 

当院での業務に習熟し, 組織内でのさらなるキャリアアップを望むスタッフを新規分院展開時のスタートアップ

マネジャーとして起用します. オペレータ, あるいはナースとしての勤務経験を必須条件としています. 起用さ

れたスタッフの報酬体系はフェイズ制からマネジャー報酬制度に移行します. 現時点での基準時給は 2500 円で

す. 分院の運営安定後は管理部門所属として管理指導, 教育指導を担って頂きます. 教育的インセンティブとし

て MBA 取得を初めとするエグゼクティブ教育プログラム参加の資格が賦与されます.  

 

8. 最後に 

フェイズ制や, フェイズ制に関わるインセンティブおよび福利厚生の設定は, スタッフの満足度を高めるための

施策ではなく, 個々のスタッフの心や生活を守り, 本来あるべき状態を取り戻すための道筋です. 同時に, キャ

リア設計や能力開発のための道筋でもあります.  

 

「病気で苦しむヒトの為に行動できる喜びと誇りを医療者に取り戻す」 

 

質の高い雇用条件は, その為に必要な充足の第一段階に過ぎません. 日々の診療に時折生じるホスピタリティや,  

診療外でのクリエイティビティにこそ, セカンドプレイスとしての真の価値があることを常に忘れないでいて下

さい. 

 

 

2019 年 1 月 9 日 

錦糸町内科ハートクリニック代表医師 

福井 悠 


