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第1 章

1

［経営に必要な知識と手法］経営者・管理者の役割とマーケティング

経営者・管理者に
求められる視点

ると、全国の訪問看護ステーション数（稼働数）は、

看護師は経営管理が苦手？

2019 年 4 月 1 日現在で 1 万 1161 件です（表 1）1）。
1 年間の新規開設数は 1383 件と 1000 件を超えて

訪問看護ステーションには、人員基準上、専従

います。しかし、廃止は 534 件、休止は 259 件で、

かつ常勤の保健師または看護師である管理者の配

これらの合計は 793 件に上ります。1383 件の新

置が必要です。管理者は、能力要件として「適切

規参入がある一方で、793 件が廃止・休止してい

な指定訪問看護を行うために必要な知識および技

ることからも、訪問看護ステーション経営が決し

能を有する者であること」が求められています。

て楽なものではないという現実が実感されるので

これは、広義に捉えると、利用者への訪問看護

はないでしょうか。

サービス等の運営管理のみならず、財務・人事労

訪問看護ステーションの最大の使命は「事業の

務・マーケティングなどの経営全般についての管

継続」だと言うこともできます。ステーションの

理能力があることが望ましいとされているといえ

開設は、法人にのみ認められています。個人開業

るのではないでしょうか。それらがおぼつかなけ

を認めていない理由は、法人経営のほうが経営が

れば、経営困難に陥る可能性があります。

属人的になりにくく、安定性や信頼性が高いため

しかし実際は、
訪問看護ステーションの経営者・

です。つまり、訪問看護ステーション事業は、継

管理者の大半は経営について専門的に学ぶ機会が

続を前提とすることを社会から期待されているの

ほとんどありません。多くの管理者が、経営につ

です。なお、法人経営は永遠に続く前提に立つと

いての漠然とした不安を抱えたまま管理業務を

いう考え方を、経営用語では「継続企業の前提

行っているのが現状です。そのため、管理者の中
には経営“管理”に苦手意識を持っている人も少
なくありません。

（ゴーイングコンサーン）」といいます。
訪問看護ステーションが事業を廃止・休止した
場合、利用者だけでなく、従業員とその家族や取
引先など、周囲に与える影響は決して小さくはあ

ステーション経営は難しい
1 年間で 793 件が廃止・休止

りません。そのため、事業継続は、訪問看護ステー
ション経営において最重要事項といえます。
もちろん、訪問看護ステーション経営者・管理

一般社団法人全国訪問看護事業協会の調査によ
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者の皆さんは、外部から指摘されるまでもなく事

2019 年訪問看護ステーション数
2019 年 4 月 1 日現在の計

表1

2018 年度中の新規ならびに

（届出数・休止数は年度末現在累 廃止数合計

対前年増減数

2018 年 4 月 1 日現在の計

計数、4 月 1 日指定を含む）
稼働数

届出数

11,161

11,645

休止数
484

2018 年度内、開設年度中
の廃止数

新規数
1,383

廃止数

休止数

534

稼働数

259

743

届出数

休止数

749

6

稼働数

届出数

10,418

10,869

休止数
478

44

〈出典〉一般社団法人全国訪問看護事業協会：2019 年訪問看護ステーション数調査結果（訪問看護ステーション）, 2019. より一部抜粋

業継続に注力しているでしょう。しかし一方で、
「事業を続けたい」という思いだけでは廃止・休
止を避けられないことは、前出のデータからも推
察できます。

すことはできません。そのため、経営に関する必
要最低限の知識は不可欠です。
看護でも、例えば利用者が呼吸困難を訴えたと
るのが当然の対応である一方、医療の知識がない

1

章

きに、看護師は SpO2 を測定しその数値に着目す

第

看護師のアセスメント能力は
経営管理に適している

力や基本的な数値の読解についてのセンスを生か

人は SpO2 という単語すらわからず、その数値の
意味も理解できません。SpO2 が仮に 80％台だっ
たとしても、それを問題点として気に留めること

士・税理士となったため、看護学と経営学の両方

はできないのです。経営についても、同様のこと

を学んだ経緯があります（経営学は公認会計士の

がいえます。

試験科目であり、この試験は論文記述式で計 5 時

そこで、訪問看護ステーション経営者・管理者

間にも上ります）
。その経験から感じるのは、看

は、ステーションの経営に必要な知識と実践力を

護師のアセスメント能力は経営管理に適している

身につけることが重要です。とはいえ、経営学全

ということです。

般について基礎から学習するのは、不必要な部分

看護師は日常的にバイタルサイン測定や検査

も多く、非効率だと考えます。これは、利用者に

データに基づく判断をしているため、数字の重要

とって必要な知識や技術は医学全般ではなく、自

性を読み解く力に優れています。また、看護過程

身の健康管理に関連する内容で十分であるのと同

等を通じて利用者にとって何が必要で何が最適か

様です。

1
経営者・管理者に求められる視点

筆者は看護師としての臨床経験を経て公認会計

を論理的に考える思考力が養われている点も、経
営管理において大きく役立ちます。つまり、看護
師として利用者の状態を観察し、数値を読み解き、

経営戦略＝安定経営実現
のための作戦

仮説を立てて改善に向けアプローチするプロセス
は、経営学の基本的な思考過程と非常に近いとい
えます。

経営戦略とは、「事業継続に必要な安定的な経
営を実現するためのさまざまな作戦」だといえま
す。訪問看護ステーションの経営戦略の全体像は

経営に関する知識の必要性

8ページ

図 1 のとおりです。
多くの訪問看護ステーションでは、開設に当

とはいえ、看護師が経営管理に向いていたとし

たって希望に満ちた理念を持ち、その実現のため

ても、いわゆる“勘所”のような要点を理解でき

のビジョンを描き、目標達成に向けて日々運営さ

ていなければ、看護師として培った論理的な思考

れていることでしょう。同時に、経営者・管理者
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