
医師はナッジにどう反応するか︖
〜病院経営参画への誘導を通しての知⾒〜
ナッジで医療機関の働き方改革は進むのか︖
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スライドは全部で30枚。
約30分の口演になります。
よろしくお願い致します。
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沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

開 設：2006年4月1日 (開院後18年目)
病床数：434床
職員数：合計862人

（医師数156人、看護師数：532人、その他172人）

スライド 1スライド 1

2

北部医療圏
(県立北部病院)

人口：100,316人

出生： 1,051人

北部医療圏
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(県立中部病院)
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中部医療圏
(県立中部病院)

人口：495,105人
出生： 6,003人 宮古医療圏

(県立宮古病院)

人口：51,963人
出生：  564人
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八重山医療圏
(県立八重山病院)

人口：53,098人
出生： 648人

八重山医療圏
(県立八重山病院)

人口：53,098人
出生： 648人

南部医療圏
(当院の守備範囲)

人口：717,170人
出生： 8,315人

南部医療圏
(当院の守備範囲)

人口：717,170人
出生： 8,315人

沖縄県福祉保健部
「沖縄県保健医療計画 平成28年改訂」
沖縄県福祉保健部 健康増進課
「沖縄県の母子保健」

沖縄県福祉保健部
「沖縄県保健医療計画 平成28年改訂」
沖縄県福祉保健部 健康増進課
「沖縄県の母子保健」

沖縄県の医療圏(人口約145万人)
（平成28年：2016年）

スライド 2スライド 2
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スライド 3スライド 3 ＜沖縄県って案外散らばっています＞＜沖縄県って案外散らばっています＞
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<当院の特徴>

①沖縄県の南部医療圏の中核病院として

成人病院に小児病院が併設。

②沖縄本島南部地域のみならず、

県内外の離島から広く患者を受け入れ、

1次から3次救急まで24時間対応してい

る。

③県内で唯一のPICUを擁している病院。

スライド 4スライド 4
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⑦2000年：SFA(Solution Focused approach)を小児外科外来に導入

⑧2007年：プレパレンジャー結成(院内プレパレーションチーム)

⑨2014年：日本クリニクラウン協会・クラウン養成講座 落第

<演者の特徴>

①1993年：琉球大学医学部医学科卒業

②1996-1998年：国立小児病院(現 国立成育医療研究センター)

小児外科レジデント

③1998-2004年：琉球大学附属病院第一外科 助教

④2006年：沖縄県立南部医療センター・こども医療センター設立

⑤2009年：同上 小児外科副部長

⑥2010年：現職

スライド 5スライド 5

ハロウィン仮装

クリニクラウンの皆さんと

診療衣装
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スライド 6スライド 6

当院では毎月、診療部長・看護部拡大会議があります。当院では毎月、診療部長・看護部拡大会議があります。

その時の資料の一部その時の資料の一部
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スライド 7スライド 7

一通り事務のプレゼンが終了後、
質疑応答があります。

事務から
・医師の皆様の頑張りに感謝しております。
・もう少し病院経営を考えて頂きたいです。
・入院、外来単価は様々な要因がありまして・・・
・人件費が経営状態を圧迫していますので、時間外を・・・

医師から
・経営がうまく行ってないのはわかるけど・・・
・一体、結局我々は何をすればいいの？
・入院・外来単価を上げればいいの？どうするの？
・目の前に患者がいるのに治療しなくていいの？
・それなら、患者受けないで帰っちゃうよ。いいの？
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スライド 8スライド 8

事務からの経営報告は臨床医になじまず、理解できる
医師は少ない。 

まと外れな質問や討議、事務や管理者に対する抗議に
なりやすく、建設的な討論に至らない。 

現場の臨床医と事務が適切なタッグを組むと何が変化
するか? を考え、医師と事務とで勉強会を始めた。

そのグループを「OMC-i:Okinawa medical center-
innovation, 沖縄県立 医療センター的刷新」と名付
けました。 

医師にナッジを使うきっかけ医師にナッジを使うきっかけ
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スライド 9スライド 9

OMC-iの活動OMC-iの活動

・ひと月に1回、医師、医事課、経営課、総務課、算定係が
参加。これまで30回以上の討論と行動経済学の勉強会。

・経営上の問題を抽出し、優先順位をつけ、問題解決に介入。

・これまで経営コンサルタントの助言も一時的であり、

・慢性的に公立病院は赤字経営なので、新しいアプローチが
必要性があると考え、

行動経済学の「ナッジ」を使うことにしました
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スライド 10スライド 10

１．＜介入に必要な医師の特徴の情報共有＞

・基本真面目。
・忙しいので、結論を直ぐに求める。
・方向性を示すとそのまま継続する。
・悪意を持って経営妨害する者はいない。
・勘が良いので、ちょっとした変化も気付く。

２．＜早急に対応が必要な問題の抽出＞

・医師による、病名入力およびレセプト内容点検遅れ
→1億～2億/月の点検漏れ、請求遅れがあった。

１．＜介入に必要な医師の特徴の情報共有＞

・基本真面目。
・忙しいので、結論を直ぐに求める。
・方向性を示すとそのまま継続する。
・悪意を持って経営妨害する者はいない。
・勘が良いので、ちょっとした変化も気付く。

２．＜早急に対応が必要な問題の抽出＞

・医師による、病名入力およびレセプト内容点検遅れ
→1億～2億/月の点検漏れ、請求遅れがあった。

経営戦略的チーム(OMC-i)活動経営戦略的チーム(OMC-i)活動
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スライド 11スライド 11

行動変容＊

Trans-Theoretical model

1．前熟考期(無関心)
「ほとんど関心がない」

2．熟考期(関心期)
「関心があるが、実際の変化はまだ先だと思っている」

3．準備期
「関心があり、準備中である」

4．実行期
「新しい行動を始めたばかり」

5．維持期
「行動変容を継続している」

1．前熟考期(無関心)
「ほとんど関心がない」

2．熟考期(関心期)
「関心があるが、実際の変化はまだ先だと思っている」

3．準備期
「関心があり、準備中である」

4．実行期
「新しい行動を始めたばかり」

5．維持期
「行動変容を継続している」

5%

15%

30%

30%

20%

5%

15%

30%

30%

20%

医局員の

各時期比率

医局員の

各時期比率

＊大竹文男、平井啓[編著]： 『医療現場の行動経済学 すれ違う医者と患者』,東洋経済新聞社, 東京, 2018 ＊大竹文男、平井啓[編著]： 『医療現場の行動経済学 すれ違う医者と患者』,東洋経済新聞社, 東京, 2018 
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出典：大竹文男、平井啓[編著]： 『医療現場の行動経済学 すれ違う医者と患
者』,東洋経済新聞社, 東京, 2018 

設計した医師に向けたナッジの種類設計した医師に向けたナッジの種類

・レセプト点検時期を気づかせる：足跡

・視覚的なレセプト期限の表示：色帯、レセプト用紙に期限明示

・利他性を促す文言：「点検が早いと、事務の仕事もはかどります」

・レセプト点検遅れの額と時間外手当が同額であること。

・ブラックリストの作成とナッジの検討

・素早いフィードバック：改善が見られた医師には直接お礼を言う。

・（研修医への保険診療の仕組みの周知、レセプト作成の指導）

スライド 12スライド 12
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・レセプト点検時期を気づかせる：足跡

・視覚的なレセプト期限の表示：色帯、レセプト用紙に期限明示

・利他性を促す文言：「点検が早いと、事務の仕事もはかどります」

・レセプト点検遅れの額と時間外手当が同額であること。

・ブラックリストの作成とナッジの検討

・素早いフィードバック：改善が見られた医師には直接お礼を言う。

・（研修医への保険診療の仕組みの周知、レセプト作成の指導）

スライド 12スライド 12

医師に有効であったナッジ医師に有効であったナッジ

・レセプト点検時期を気づかせる：足跡

・

・

・レセプト点検遅れの額と時間外手当が同額であること。

・

・素早いフィードバック：改善が見られた医師には直接お礼を言う。

・（研修医への保険診療の仕組みの周知、レセプト作成の指導）
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スライド 13スライド 13

＜医局のレセプト点検＞
1週以上かかっていたのが、
3日でほぼ終了。

ナッジ
(気づかせる)
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スライド 14スライド 14

医局点検遅れの
保留額

医局点検遅れの
保留額

OMC-i介入前後で、点検保留額 → 約1/4に減少OMC-i介入前後で、点検保留額 → 約1/4に減少

→
OMC-i介入後の平均

→
OMC-i介入後の平均

OMC-i介入前の平均↓OMC-i介入前の平均↓

医局点検遅れの
保留額割合

医局点検遅れの
保留額割合

→
OMC-i介入後の平均

→
OMC-i介入後の平均

OMC-i介入前の平均↓OMC-i介入前の平均↓

全保留額に占める割合：21％→9％に減少全保留額に占める割合：21％→9％に減少

＜医局点検遅れ＞＜医局点検遅れ＞
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活動中にわかったこと

約半年でナッジに慣れてしまう。

足跡 ミラーボール

モニター

半年ごとにナッジの変更が必要。

スライド15スライド15
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スライド 16スライド 16

＜逆効果＞
・ナッジはさりげなくが原則。

＊しつこいナッジは逆効果で不満が出る(特にベテラン)

→ 足跡多くする、光り物を増やす：しつこいのは嫌がられた。

・損失額やレセプト金額を明示するのは効果が少ない
→＊公然とした評価は効かない、反感が強くなる。

・利他性よりも利己性が強い印象：損失を強調する

＜逆効果＞
・ナッジはさりげなくが原則。

＊しつこいナッジは逆効果で不満が出る(特にベテラン)

→ 足跡多くする、光り物を増やす：しつこいのは嫌がられた。

・損失額やレセプト金額を明示するのは効果が少ない
→＊公然とした評価は効かない、反感が強くなる。

・利他性よりも利己性が強い印象：損失を強調する

＜まとめ＞＜まとめ＞
・医師に対して行うナッジは有効だった。

・「行動変容」でナッジを選択するのが有効。

・ナッジは半年で飽きられる。

・迅速なフィードバックは有効

・医師に対して行うナッジは有効だった。

・「行動変容」でナッジを選択するのが有効。

・ナッジは半年で飽きられる。

・迅速なフィードバックは有効
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スライド 17スライド 17

・嫌みのないナッジの選択

・医師の特性の理解

・迅速なフィードバックでモチベーション維持

・新規就職者・新卒へは病院運営の原則を周知さ

せる。

・嫌みのないナッジの選択

・医師の特性の理解

・迅速なフィードバックでモチベーション維持

・新規就職者・新卒へは病院運営の原則を周知さ

せる。

＜医師に対するナッジと働き方改革について＞＜医師に対するナッジと働き方改革について＞

→(早期に医療体制の教育と周知を行う)

・仕事に対して真面目 ：方向を示せば従う
決まれば素直？に従う

・時間、気持ちに余裕がない：対応方法の変更
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スライド 18スライド 18

以上、
これまでの経験と私見を述べさせて

頂きました。

スライド30枚のはずが、
少ないと思った方は、行動経済学の
「アンカリング」に該当します。

「アンカリング」はナッジの中でも
強力なツールと言われています。
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