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マネジメント・コントロール・システムが
医療・介護領域における施設間連携に与える影響

岡田華奈 ∗，尻無濱芳崇 ∗∗，黒木　淳 ∗∗∗
＜論文要旨＞
本稿の目的は，同一法人内外の医療・介護サービス連携に対して管理会計がどのような影響を与えるか

を検討することである．本稿の焦点となるのは，施設ごとのマネジメント・コントロール，とりわけ中長
期経営計画の実施またその内容である．本稿は，同一法人内のみならず法人の境界を超えてもマネジメ
ント・コントロールが重要な役割を果たすことを明らかにすることを目指す．連携の程度を測定するため
に，D’Amour et al. (2008)の連携に関する指標を参考にした．また，マネジメント・コントロールの実施の
程度を評価するために，質問票調査対象の施設内における中長期経営計画の内容と予算への反映度を測定
した．分析の結果，中長期経営計画に地域包括ケアシステムへの対応が含まれており，かつ中長期経営計
画が予算編成に反映されている施設ほど，施設間連携に積極的に取り組む傾向が示された．
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The Effect of Management Control Systems for Collaboration
among Facilities in Healthcare and Elderly Care Fields

Kana Okada∗, Yoshitaka Shirinashihama∗∗, Makoto Kuroki∗∗∗
Abstract

The purpose of this paper is to explore the effect of management accounting in the collaboration of health care
and elderly care service. The focus of this research is the management control of facilities, especially mid-term-
management plan. The contribution of this paper is to reveal the role of accounting not only within corporation, but
beyond boundary of corporation. To reveal the extent of collaboration, we refer to D’Amour et al. (2008) indicator
of collaboration. And to evaluate the implementation of management control systems, we evaluate the content of mid
or long-term-management plan practice and budgetary control in facilities. Findings show facilities include response
to community-based integrated care system in their mid or long-term plan and budget tend to positively work on
collaboration.
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1. はじめに

医療や介護を対象とした管理会計研究では，異なる施設間での連携やネットワークを通じた
医療・介護サービスの提供と，それを支える管理会計の役割が注目を集めている (Barretta and

Busco, 2011; Carlsson-Wall et al., 2011; Kurunmäki and Miller, 2006)．特に，この分野における連携
は自発的な連携の結果というよりはむしろ規制介入や政府の権限の影響を受けて出現すること
が多く，公共機関，非営利団体，および民間企業と複数の組織のネットワークによってサービ
スが提供されている点に特徴がある (Barretta and Busco, 2011).

日本においても高齢者人口の増大への解決の糸口として注目されている地域包括ケアシステ
ムの構築において，医療・介護という異なるサービスを提供する施設間のパートナーシップが
求められている．地域包括ケアシステムの構成員である病院や介護サービス提供者の関係は，
同一の患者に対して医療・介護という異なるサービスを提供する相互補完的な関係として特徴
づけられる．相互の技術が効率的に共有されて初めて，質の高いサービスを提供することがで
きる．そのためには同一法人内の異なる施設間での連携はもとより，ときには法人の境界を超
えた施設間での連携も求められる．実践において観察されるこのようなパートナー同士の関係
を明らかにするためには従来議論されてきた法人による多角化経営・法人内連携統合の議論を
広げる必要がある．
医療・介護の分野での管理会計・原価計算の有効性は我が国においても指摘されている（荒

井，2011;荒井・尻無濱，2011a;藤原，2014）．医療組織を含む非営利組織を対象とした管理会
計研究は進歩しつつある段階（衣笠，2012;藤原，2014）であるが，複数施設間での連携や統
合といった経営実践に対して管理会計がどのような役割を果たし，影響を与えるのかについて
はまだ十分に明らかにされていない．
管理会計の導入の方法は様々であるが，中長期経営計画の実施およびそれを実現するための

予算設定やマネジメント・コントロールの実施の程度に着目することは重要と考えられる．組
織内で施設間連携についての計画を立て，計画に必要な資源を配分しなければ，施設間連携を
進めることができないからである．本稿では管理会計の中でもとりわけ中長期経営計画の内容
と予算への反映度に注目し，連携への影響を明らかにする．本稿は，医療介護領域の管理会計
と施設間連携の関係を探究した点において貢献がある．
次節では先行研究のレビューと仮説の構築を行う．具体的には海外の先行研究における病

院・介護を含んだ非営利組織における連携に関する管理会計の知見，我が国における医療・介
護における管理会計の実施状況に関する研究について整理する．その上で，第三節では大阪府
下の病院もしくは介護施設を経営する組織を対象に行った質問票調査の内容を説明する．第四
節では実証分析の結果とその考察を述べ，第五節で結論と今後の課題を述べる．
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2. 先行研究と仮説

2.1 医療・介護における管理会計の必要性
前述のように，我が国においても医療・介護の文脈において管理会計・原価計算の有効性が

指摘されている．論文検索データベース Cinii Articlesを利用して，対象を国内論文に限定し，
キーワード検索「（医療 or介護）and管理会計」によって全期間に渡って検索を行うと抽出さ
れる論文は 92件にのぼる（2018年 12月 21日現在）．その中で文献レビューや海外における
状況に関する記述を除くと扱われているテーマはミドルマネジャーの役割（井上，2018;井上・
藤原，2016; 藤原・井上，2013），管理会計の利用状況について（荒井・渡邊・阪口，2013; 荒
井・尻無濱，2013;衣笠，2007），責任センター，予算に関する研究（荒井，2013a, 2013b），原
価計算の利用状況と発展（荒井，2013c, 2013d, 2013e），バランスト・スコアカードの活用（渡
邊・荒井・阪口，2015）と分類される．管理会計の実施状況について，衣笠 (2007)では独立行
政法人国立病院機構の損益把握および利益傾向について検討しており，当期純利益を計上して
いる病院は診察業務および教育研修業務において差異があることを明らかにしている．荒井・
尻無濱 (2013)によれば管理会計実施率および利用率は大規模法人のほうが大きい傾向にある．
さらに管理会計制度の運用においては，施設規模よりも総収益規模のほうが与える影響が大き
いことも指摘されている．管理会計の実施については法人レベルだけでなく，施設規模でも知
見が重ねられている．荒井・渡邊・阪口 (2013)は医療・介護施設における事業計画の実施状況
を質問票調査によって明らかにしているがそこでは，事業計画を策定している病院は 9割を超
え，病院全体のレベルでは管理会計の実施が確立していることが指摘されている．一方で，部
門別の収益予算管理や費用予算管理のレベルでは実施に至っている施設は少ない．さらに黒
木・尻無濱 (2016)では病院・介護施設を対象に中長期経営計画・予算管理及び業績評価・原価
計算の実施状況について分析している．中長期経営計画を策定している機関は全体の 6割であ
り，介護施設に比べて病院のほうが内容や目的の明確化がなされている一方，予算管理や原価
計算においては介護施設のほうが積極的に取り組む傾向が明らかにされている．
このように，我が国の医療・介護領域において管理会計の実施は重要な論点であり研究は蓄

積されているが，病院・介護施設における管理会計の実施や活用が異なるサービスを提供する
施設・事業間の連携に与える影響についての調査・研究を行ったものはほとんど存在しない．
黒木・尻無濱 (2016)では中長期経営計画において地域包括ケアシステムへの対応を含んでい
るかを分析しているが，実際の連携も行っているかについては分析対象としていない．また，
本稿と関連性が深い研究として，荒井・尻無濱による医療介護複合経営体を対象とした一連の
研究が存在する（荒井・尻無濱，2010, 2011b, 2011c）．彼らの研究では，病院を含む複数種類
の施設事業を経営している医療法人（医療介護複合経営体）を対象にした質問票調査を行って
いる．医療介護複合経営体が法人グループ内の連携・統合を促進するために連携戦略を策定し
たり担当者や委員会を設定していることが明らかにされている一方で，連携統合を支える経営
手法の活用は低調であることを示す結果が得られている．荒井・尻無濱の研究はグループ内で
の連携を支える経営管理実践を調査している点で大きな貢献があるが，連携を同一法人内に限
定している点で，地域での他法人との連携も視野に入れる本稿とは焦点が異なる．それに加え
て，連携が地域でどの程度実現しているか，その実現の程度に管理会計実践がどの程度影響し
ているかについては，明らかにしていない．
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平成 30年版高齢社会白書においては，65歳以上人口は平成 54(2042)年に 3,935万人とピー
クを迎えると推計されている（内閣府，2018）．この高齢社会を支えるためにも地域包括ケア
システムの構築を実現することが目指されている．地域包括ケアシステムのもとでは，要介護
状態となったとしても，住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることがで
きるように，地域ごとに包括的な医療・介護サービスの提供体制を整えることが必要となる．
包括的な医療・介護サービスを実現するためには，地域ごとに医療・介護・予防・生活支援を
提供する施設・事業が一体的に連携しなければならない．しかし，各支援・サービスは異なる
専門組織によって提供されていることが多いため，住民を中心におき，施設を超えた連携を実
現することが喫緊の課題である．
行政の側面からも高齢社会を支える包括的な医療・介護サービスを提供することが必要とさ

れている状況において，連携を行っている当事者である病院や介護施設がどの程度，管理会計
の仕組みを活用して連携を促進しているかは明らかになっていない．冒頭でも述べたように，
施設間の連携を進めるためには人的資源や予算が必要である．地域包括研ケアシステムの構築
のような中長期的な目標達成のためには，中長期経営計画の中でそれを目標として設定し，必
要な資源を配分し，年度予算に反映させることが有効だと思われる．つまり，このようなマネ
ジメント・コントロール・システムの仕組みが，施設間の連携を促進すると考えられる．

2.2 海外文献における医療・介護連携の特徴
医療・介護連携と管理会計の関係について海外の文献では統合ケアを含む医療・介護間で

の連携と管理会計との相互関係が議論されてきた (Barretta and Busco, 2011; Carlsson-Wall et al.,

2011; Grafton et al., 2011; Kurunmäki and Miller, 2006, 2011)．Kurunmäki and Miller (2006) はイギ
リスのブレア政権下で医療と社会福祉サービスの連携を進める政策がとられていることを背景
に，管理会計手法（特に業績測定システム）が組織間の連携に与える影響を事例に基づき考察
している1．

Grafton et al. (2011) では，オーストラリアのビクトリア州政府の複数の病院の連携による
ネットワークへの影響を取り上げ，外的圧力によって強制的に構成させられた病院ネットワー
クが実際にどのような戦略的対応2 を取ったかを検証している．Grafton et al. (2011)は形式的
だけでなく実質的にも連携する戦略をとったネットワークにおいて，ネットワークに課された
目標と構成員である組織の目標が一致したことを指摘している．それを支えた要因は，スタッ
フ業務の中央集権化によって可能となったネットワークを横断する医療プログラムに対するコ
スト・収益・非財務的な業績測定尺度の責任の付与である．

Carlsson-Wall et al. (2011)は，在宅介護ユニットと医療機関という現場における組織間コント
ロールに焦点をあて，3つのコントロール，すなわち管理的コントロール，社会的コントロー
ル，自己コントロール3がそれぞれ組織内と組織間で作用することを示した．ケースでは，当
初，専門職間の非公式的な関係性，すなわち社会的コントロールや自己コントロールをもとに
連携した活動が達成されていた．しかし，財務危機を契機に在宅介護ユニットにおいて管理的
コントロールである予算管理が強化され（組織内部の管理コントロールの変化），それに伴い
組織間の現場レベルで行われていた連携が阻害されたことが指摘されている．このように，医
療・介護を対象とした組織間管理会計の議論では一般的な政策レベルであれ，組織レベルであ
れ管理会計が組織間連携を促進・阻害する役割に焦点が当てられている．
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2.3 我が国における医療・介護連携の特徴
諸外国における病院管理には，市場原理が取り込まれつつも政府の政策・指導が基本となっ

てきたことが大きな影響を与えてきた．日本の場合には民間病院が多い一方で「民間病院であ
りながらも市場原理的な行動よりも厚生労働省の政策・指導にしたがった行動をとる傾向（あ
るいは厚生労働省依存的な傾向）がある」（濱井・荒井・川村，2004: 117）．よって，日本にお
いても欧州における先行研究が指摘するような協働の多次元的性質があると考えられる．医療
機関におけるマネジメント，また，政府による地域包括ケアシステムの推進がそれぞれどの程
度，施設間連携に影響を与えるのかについて検証することはこれからの医療機関のマネジメン
トにおける研究・実務両方に貢献が期待されよう．
我が国における医療・介護連携に関する研究では医療法人による多角化経営に注目したもの

（二木，1998;大野，2010），法人内連携と経営管理の関係に注目したもの（荒井・尻無濱，2010,

2011b, 2018）が存在する．
サービスを提供する医療法人は複数の異なる施設を併せて経営する多角化経営を行うことで

医療経営の安定化を図ってきた．二木 (1998)は個人病院・診療所を含む母体法人が単独，また
は関連・系列法人とともに保健・福祉施設の両方を開設しているものを「保健・医療・福祉複
合体」と定義した．「保健・医療・福祉複合体」の典型は病院・老人保健施設（以下，老健と略
す）・特別養護老人ホームの 3種類の入院・入所施設を開設しているグループであり，これを
「『3点セット』開設グループ」と呼ぶ．二木 (1998)によれば「3点セット」の施設を統合する
ことにより，地域で保健・医療・福祉サービスを包括的かつ自己完結的に提供することができ
る．二木 (1998)の調査では同一法人が母体となって社会福祉施設も経営する「保健・医療・福
祉複合体」の形態が拡大している一方，保健・福祉分野に進出している私的医療機関は大病院
だけではなく，「同族的」な中小病院や診療所母体のものも多く観察されていた．大野 (2010)

では埼玉県下の医療法人を対象に複合体の程度と黒字化の関係を分析している．医療・介護型
の多角化を行っている場合，黒字法人の割合は単独病院型 (72.6％)に比べて病院・老健型 (90.3

％)，病院・診療所・老健型 (80.8％)と高いことがわかっている．さらに分布関数を用いた分析
においても医療・介護型の経営が医療単独や複数医療施設の経営の場合よりも黒字の傾向があ
ることが示されている．「医療の企業化」（二木，1998: 40）がもたらした多角化の発展は施設
間の連携戦略の設定や法人内情報の統合といった経営管理の角度からも研究されている．
荒井・尻無濱による一連の研究（荒井・尻無濱，2010, 2011b, 2018）では医療介護複合体化が

進む程度と法人内連携のための経営管理実践の関係を研究している．荒井・尻無濱 (2010)では
複合体度がある程度高い法人，また大規模法人のほうが有意に法人内連携のための経営管理手
法を利用していることが示された．連携戦略の重要性認識度が極めて高い法人では連携戦略の
策定度及び連携統合促進委員会の設置等の整備がすすんでおり，重要性認識が支援組織整備に
つながっていた．一方で連携戦略を重視していてもなかなか連携戦略策定には至っていないこ
とも指摘されている．その背景として，法人の経営者である理事長が殆どの場合，経営専門家
ではなく医療専門職である点がある．また連携戦略を策定しても，それを遂行するための支援
組織の整備や経営手法の利用は十分ではなく迅速かつ確実な実行がなされない可能性が示唆さ
れた．さらに荒井・尻無濱 (2011b)では連携統合実践の実施程度をデータレベル・プロセスレ
ベル・統合管理レベル・戦略レベルに分類し，採算管理の程度（疾患種類別・患者ごと・施設
事業別・統合戦略的）によっていかに異なるか分析を行い，結果として，患者別採算管理の実
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施の有無はプロセスレベル・データレベルでの連携実践と明確に関係していることが明らかに
されている．荒井・尻無濱 (2018)では対象を，老健を併営する多角経営法人に限定し経営多角
化度が高い法人ほど経営管理実践4が進んでいることを示している．一方で，法人本部の主導
で施設事業横断的な中長期経営計画を策定している事業は全体の 4割に満たない．また，地域
医療構想及び地域包括ケアシステムの構築に向けた法人内の取り組みについても分析を行って
いる．そこでも経営多角化度の高い法人群ほど，地域医療・介護体制構築への法人内での取り
組みの程度が高いことが示されている．荒井・尻無濱 (2010)，荒井・尻無濱 (2018)のどちらに
おいても法人内で連携戦略の重要性の認識が高いことがわかる．
本稿ではこれらの先行研究に基づき，医療・介護経営において進展している施設間連携の文

脈に焦点を当てる．医療・介護・予防・生活支援という同一の患者・利用者に向けた相互補完
的な連携が求められる地域包括ケアシステムに着目し，施設間の連携と経営実践の関係を分析
する．

2.4 仮説の設定
日本の医療施設，介護施設では地域包括ケアシステム構築に向けての連携が求められてい

る．地域包括ケアシステム構築に向けた連携を実現するためには，連携実現に向けて施設内で
計画を立て，資源を配分することが必要になると思われる．中長期経営計画やそれを前提にし
た予算などのマネジメント・コントロール・システムが連携の実現に貢献すると予想される．
しかしながら，前節で述べたようにいくつかの研究を除いてマネジメント・コントロール・シ
ステムと医療・介護施設の施設間連携の関係については，定量的な研究でほとんど明らかにさ
れてこなかった．このような理由から，本稿では医療施設・介護施設でのマネジメント・コン
トロール・システムと協働の程度に着目し，以下のようなリサーチクエスチョンを立てる．

医療施設・介護施設のマネジメント・コントロール・システムは，施設間の協働に影響を
与えているか

施設間協働に関する意向の程度を考えるために，D’Amour et al. (2008) を参考とする．
D’Amour et al. (2008) の考える組織間協働は，組織社会学の研究である Crozier and Friedberg

(1977) や Friedberg (1993)を参考に，様々なパートナーの行動や振る舞いの産物として現場に
生じる「集合的な行動」の概念にもとづいている．すなわち，専門家が協働して働くのは，よ
りよいケアを提供しようと考えているからという前提にたつ．同時に組織の構成員は各自，個
人的な関心を持っていて，ある程度の自治や独立を望んでいるとも想定される．その結果，
D’Amour et al. (2008)は，協働の実現に影響を与える要素として個人間の関係に関するものと
組織の側面での関係に関するものに分けられると考えた．D’Amour et al. (2008)は彼らの考え
る協働実現の決定要素を検証するために 4つの領域を示している．そのうち個人に関する 2つ
の領域が「ゴールやビジョンの共有」，「内面化」である．すなわち，共通の目的が存在してい
るか，あるいは専門職としての他職種と相互依存する部分があることへの認識や，帰属意識な
どがこの領域の概念となる．組織的な領域は，「ガバナンス」と「公式化」である．これは，
協働を支えるリーダーシップが存在していることや，あるいは協働を支えるクリニカルパスの
ような公式化のツールの存在が含まれる．これら 4つの側面が成熟することで協働は発展して
いく．この 4つの概念をもとに変数へと操作化したのが，「目標」，「クライアント重視である
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か」，「信頼」，「中心的役割」，「リーダーシップ」，「イノベーションのサポート」，「公式化の
ツール」，「情報交換」，「繋がり」，「面識の深さ」の 10の指標である．D’Amour et al. (2008)で
は 3つの事例をもとにこれら 10の指標の実施の程度から医療・介護組織の専門家間の協働を，
「活発な協働」，「発展途上の協働」，「潜在的な協働」に類型化している．協働の程度について
D’Amour et al. (2008)が用いている 3つの分類は D’Amour et al. (2004)において，経験的なデー
タと科学的な文献レビューの結果導かれたものである．本稿では，類型化は行わず，協働の程
度を測定する指標のみ，採用する．
これに対して施設の中に施設間の協働を促すようなマネジメント・コントロール・システム

がどの程度整備されているかを考える．現場の職員に任せるだけでは，施設間の連携関係が
しっかりと構築されない可能性がある．施設間の連携を促進するには，自施設において中長期
的な施設間連携構築の計画を作成し，それを各年度の予算に関連付けて，連携関係構築のため
の目標を設定し，目標達成のために必要な資源を配分することが有効だと考えられる．組織内
に施設間連携構築に関する公式の目標がなく，連携関係構築のために必要な人的資源や資金が
与えられなければ，現場職員が地域において連携関係を構築するのは難しい．
次節で紹介するように，本稿では大阪府の病院および介護施設を対象に行った質問票調査の

データを活用するが，大阪府内でも実際に中長期経営計画に施設間連携に関する目標を設定
し，推進している病院や介護施設が存在している．例えば，泉大津市立病院は中長期経営計画
である「泉大津市立病院新改革プラン」において，地域包括ケアシステムの構築に向けて地域
の診療所との連携強化，介護施設等との関係の強化，在宅医療研究会の開催などいくつかの将
来計画を示している．同様に，大阪府の社会福祉法人で，介護施設も経営するヒューマンライ
ツ福祉会も，中長期経営計画の中で地域包括ケア推進に関する基本方針や評価指標，数値目標
を掲げている．これらの病院や社会福祉法人は，地域包括ケアシステムの構築に取り組むため
にわざわざ中長期経営計画にこの内容を盛り込んでいるはずである．これらの中長期経営計画
に従って，必要な人員や予算も配分され，職員に中長期経営計画が浸透することで，実際に地
域包括ケアシステムの構築に向けた活動が進んでいくと思われる．したがって，以下の仮説を
設定した．

仮説 1：中長期経営計画に地域包括ケアシステム構築を促す内容が含まれている場合に，
施設間連携は促進される

ただし，中長期経営計画は設定されたものの，毎年度の予算編成とつながりが希薄で，実際
には中長期経営計画が作られたのみで放置されているという例もあると思われる．いくら中長
期経営計画に地域包括ケアシステムの構築に関する記述があっても，年度予算編成の際にそれ
が予算額に反映されなければ，現場職員に他施設との連携関係構築のために必要な資源が与え
られず，地域包括ケアシステムの構築は実現しないだろう．逆に，中長期経営計画に地域包括
ケアシステムへの対応に関する内容が含まれており，それが予算に反映されていれば，現場職
員は連携構築に必要な資源が利用できるようになるだろう．したがって，以下の仮説を設定
する．

仮説 2：地域包括ケアシステム構築に関する内容が中長期経営計画に含まれている場合，
中長期経営計画の内容が予算編成に反映されているほど，施設間連携は促進さ
れる
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3. 研究方法

3.1 研究対象
本稿では，大阪府で病院もしくは介護施設を経営する組織を対象に病院長・施設長宛で質問

票調査を行った5．先行研究に基づき質問票を作成し，この質問票について 2015年 2月から 3

月にかけて 9名の実務家からコメントを得て修正を行った．質問票は 2015年 5月 22日に大阪
府内の全 539の病院と介護保険事業を営む全 497の施設に送付した．介護施設には特別養護老
人ホームと介護老人保健施設が含まれる．合計で 160件（回収率 15.4％）の回答を得たが，そ
のうち病院が 80件，介護施設が 80件であった．このうち，分析上必要なデータがそろってい
る 144件を分析対象とした．
なお，ノンレスポンスバイアスの検証のために，病床数（施設の場合は定員数）及び法人形

態について，回答組織と非回答組織の回答を比較したところ，統計的に有意な差は見られな
かった．したがって，ノンレスポンスバイアスの問題は生じていないと考えられる．

3.2 変数測定
変数の測定は，質問票調査を主な手法とし，質問票調査で手に入らないデータについては適

宜収集を行った．質問票調査の内容を表 1に示す．

表 1 質問票の内容（分析に利用した項目のみ抜粋）
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本稿では，回答組織が地域における施設間の協働に取り組んでいる程度を測定する尺度とし
て，D’Amour et al. (2008)の研究に基づいて作成した尺度を用いた (COOP)．すでに述べたよう
に，D’Amourらは，医療組織間の協働を測定する指標を提案している．本稿ではこの指標を参
考に 11項目を設定し，病院および介護施設が地域での他施設との協働に取り組む程度を測定
した．各項目は 7点リッカート尺度である（1＝不十分である，7＝十分である）．探索的因子
分析を行ったところ，スクリープロットから 1因子解が支持され，各項目の因子負荷は 0.71～
0.91と高い値を示した．クロンバック α 係数の値は 0.96であり，尺度の信頼性は確認された．
仮説検証においては 11項目の平均値を被説明変数として重回帰分析を行った．
本稿の説明変数は，中長期経営計画の内容に地域包括ケアシステムへの対応が含まれるか否

か，である．マネジメント・コントロール論では中長期経営計画も重要なコントロール手段の
一つとして位置づけられる．医療・介護の文脈での協働の形式の一つとして地域包括ケアへの
対応が想定される．施設が他施設との連携を重視する中長期経営計画を作成している場合，施
設間協働への取り組みは促進されると考えられる．そこで，中長期経営計画に地域包括ケアへ
の対応が含まれているか（1＝含まれている，0＝含まれていない・中長期経営計画を策定し
ていない；PLAN CONT）という尺度を用意した．この変数の偏回帰係数の符号は正になると
予想される．
本稿では仮説 2を検証するための調整変数として，予算の中長期経営計画の反映度 (BUD-

GET LINK)という変数を用いる．この変数は，中長期経営計画をどの程度反映した予算編成
となっているかを問う尺度で測定する．仮説 2が正しければ，PLAN CONTと BUDGET LINK

の交差項の偏回帰係数の符号は正になると予想される．
中長期経営計画の内容，予算の中長期経営計画の反映度以外に組織の協働に影響を与える変

数として，介護施設かどうか (NURSING)，競争の激しさ (COMPET)，組織の規模 (BEDNUM)，
患者・利用者の多さ (ELDERLY)が考えられる．これらの影響を統制するために，4つの変数
を用いた．
施設が介護施設かどうか (NURSING)はほかの施設との協働に影響を与える可能性がある．

厚生労働省は地域包括ケアシステムの構築を高齢者介護の文脈で推進している．つまり，介護
施設は病院よりもこの政策に注意を払っている可能性がある．したがって，NURSINGの偏回
帰係数の符号は正になると予想される．
施設間の競争が激しい場合，施設間連携への取り組みは抑制されると考えられる．この影

響を統制するために，本稿では施設間の競争状況を示す変数を設定した (COMPET)．具体的に
は，各市町村（大阪市および堺市については市内の区）を市場とみなし，人口 1,000人あたり
の病床数（介護施設の場合は定員数）を算定し，重回帰分析に用いた．病床数が人口に比して
多い市町村ほど施設間の競争が激しいと解釈できる．したがって，COMPETの偏回帰係数の
符号は負になると予想される．
施設の規模が大きいと，施設間協働に取り組む財政的・人的余裕が出てくるため，施設間

協働に積極的に取り組むと考えられる．施設の規模は病院のベッド数（施設の場合は定員数；
BEDNUM）で測定した．偏回帰係数の符号は正になると予想される．
地域の高齢化率が高いと，地域包括ケアシステムを構築する必要性が高まるため，施設は積

極的に施設間協働に取り組むようになると考えられる．高齢化率は市町村（大阪市・堺市につ
いては市内の区）ごとに 65歳以上人口が占める割合として算出した (ELDERLY)．偏回帰係数
の符号は正になると予想される．
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次節で，COOPを被説明変数，中長期経営計画の策定内容 (PLAN CONT)を説明変数，予算の
中長期経営計画への反映度 (BUDGET LINK)を調整変数とした重回帰分析の結果を報告する．

4. 研究の結果と考察

表 2は変数の記述統計である．COOPを見ると，平均値 3.40（中央値 3.36）であり，施設間
連携への取り組みが不十分である施設が比較的多いことが読み取れる．PLAN CONTをみると
約 21％の施設だけが，中長期経営計画の内容に地域包括ケアシステムへの対応を含めている
ことが分かる．さらに，BUDGET LINKについては，平均値は 2.77（中央値 3.00）にすぎず，
中長期経営計画が予算に反映されている程度もあまり高くないことが分かる．
相関係数行列を見ると（表 3），COOPと PLAN CONTの間に有意水準 5％で統計的に有意な

正の関連が見られる．このことは，中長期経営計画に地域包括ケアへの対応が含まれている場
合に，施設間連携が進むことを示唆している．しかし，これはあくまで他の条件を統制してい
ない 2変数間の相関に過ぎないので，より精緻な分析を行う必要がある．なお，PLAN CONT

と BUDGET LINKの間には有意水準 0.1％で統計的に有意な正の関連が見られる．相関係数は
0.456とある程度大きく，中長期経営計画に地域包括ケアシステムへの対応を含めている施設
は，その中長期経営計画を予算編成によく反映させる傾向があることが分かる．
階層的重回帰分析の結果を表 4に示した．表 4では，ステップ 1で交差項を含まない重回帰

表 2 記述統計

表 3 相関係数行列

∗…5％水準で統計的に有意，∗∗…1％水準で統計的に有意，∗∗∗…0.1％水準で統計的に有意
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表 4 重回帰分析の結果

†…10％水準で統計的に有意，∗…5％水準で統計的に有意，∗∗…1％水準で統計的に有意，∗∗∗…0.1％水準
で統計的に有意

表 5 下位検定の結果

∗…5％水準で統計的に有意

分析を行い，ステップ 2で交差項を含む分析結果を行っている．ここでは説明力が有意に増加
しているステップ 2の結果に基づいて分析結果を解釈する．PLAN CONTの偏回帰係数は統計
的に有意ではなく，仮説 1は棄却された．一方で，PLAN CONTと BUDGET LINKの交差項の
偏回帰係数は，有意水準 5％で統計的に有意な正の値を示している．したがって，仮説 2は支
持された．交互作用項の下位検定の結果を表 5に示した．結果を見ると，中長期経営計画の予
算への反映度が相対的に高い場合に，PLAN CONTと COOPの間に統計的に有意な正の関連が
あることが示されている．以上の結果から，中長期経営計画の中に地域包括ケアシステムへの
対応を含めているだけでは施設間連携は促進されないことが分かる．その一方で，中長期経営
計画が予算編成に反映される程度が高ければ，地域包括ケアシステムへの対応を中長期経営計
画に含めていることが年度予算にも反映されることを通じて，施設間連携の促進につながるこ
とが示唆される．

4.1 追加分析
追加分析として，病院と介護施設を分けた分析を行った．これは，病院であるか介護施設で

あるかによって，マネジメント・コントロール・システムと施設間連携の関連が変わることが
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予想されるため行った追加分析である．
表 4（ステップ 1）を見ると，介護施設の方が 5％水準で統計的に有意に施設間連携に取り組

むことが示唆されている．地域包括ケアシステムの構築は病院よりも介護施設を中心にこれま
で進められており，そのためマネジメント・コントロール・システムを用いて施設間連携を進
めようとする姿勢も介護施設と病院では異なることが予想される．
紙幅の関係で追加分析の結果は示すことはできないが，介護施設のデータに基づく分析結果

からは仮説 1, 2とも棄却された．その一方で，病院データに基づく分析結果からは 5％水準で
仮説 2は支持された．病院と介護施設でマネジメント・コントロール・システムと施設間連携
の関連の強さが異なるという予想は支持されたが，病院の方がマネジメント・コントロール・
システムと施設間連携の関連が強いという結果が得られたわけである．介護施設はこれまでの
政策の影響から全般的に施設間連携への意識が高く（病院の COOPの平均値＝ 3.15，介護施設
の COOPの平均値＝ 3.65），マネジメント・コントロール・システムを整備していようがいま
いが，どの施設も一定程度すでに連携に取り組んでいるために，統計的に有意な結果が得られ
なかったのかもしれない．一方で病院については地域包括ケアシステムの構築は 2015年の調
査時点では介護施設と比較してそこまで推進されていなかった．以上のような理由で，病院と
介護施設の間で分析結果に違いが出たと思われる．

5. 結論

本稿は，マネジメント・コントロール・システムの活用が施設間連携に与える影響を，大阪
府内の病院および介護施設を対象にした質問票調査から得たデータを用いて検証した．これま
での医療・介護分野における管理会計研究では，施設内のマネジメント・コントロール・シス
テムが施設間連携に与える影響について，定量的に検討されてこなかった．そこで本稿では，
地域包括ケアシステムの構築が政策として推進されている医療・介護における施設間連携に注
目し，マネジメント・コントロール・システムの活用が施設間協働に与える影響を分析した．
分析の結果，中長期経営計画に地域包括ケアシステムへの対応が含まれており，かつ中長期経
営計画が予算編成に反映されているほど，施設は施設間連携に積極的に取り組む傾向が示され
た．少なくとも大阪府内の病院・介護施設においては，マネジメント・コントロール・システ
ムの活用が施設間協働を推進するといえるだろう．
本稿にはいくつかの限界が存在する．本稿では，病院・介護施設が中長期経営計画と予算編

成をどのように活用して地域包括ケアシステム構築をすすめるかについては仮定を置いて分析
を行った．施設間連携や協働を推進するために各施設が中長期経営計画と予算編成をどのよう
に活用しているか，そのプロセスについてはインタビューなどを通じて詳細に明らかにしてい
くことが将来期待される．さらに本稿では，法人グループではなく施設単位を対象にした質問
票調査から得たデータを活用しているために，グループ内での施設間連携とグループ外の施設
との連携を区別していない．中長期経営計画が施設間連携に与える影響は，連携対象の施設が
グループ内かグループ外かによって異なる可能性がある．今後は，このようなグループ内での
施設間連携とグループ外での施設間連携を区別した分析を行えるようなデータを手に入れて，
より精緻な分析を実施する必要がある．また，本稿では，施設間の協働が施設の財務的業績や
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各市町村の地域包括ケアシステムの構築といった実際のアウトカムにどの程度影響するかにつ
いてまで分析を行うことができなかった．今後はアウトカムの測定およびそれへの影響につい
て定量的な分析を通じて明らかにしていくことも必要だろう．
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注

1 Kurunmäki and Miller (2006)はイギリス政府の政策であった Health Actが“Modernising Gov-

ernment”という連携関係の相互作用による効率化を意図した政治的な目的，すなわち
“Programmes of Government”に規定されたと指摘する.しかし，Programmesはそれだけでは
実現することができない．そこに管理会計の 3つのメカニズム（予算のプール，委員会か
ら主導組織への責任の委譲，医療・介護提供機能の統合）が“Technology”として作用す
ることで，Programmesは日常的のサービスが提供される場に影響を与える事が可能になっ
た．しかし，これらのメカニズムは現場の従事者が必要と考える指標（患者目線での統合
を目指す指標）とは異なったことで結果として介護サービスと医療ケアの間でテンション
を生む結果となったことを明らかにしている．

2 戦略的対応は制度的圧力の正当性・効率性，利害関係者の多様性・依存度，制度的目標と
組織的目標の一貫性の程度によって，「黙従」，「妥協」，「回避」，「拒否」，「操作」に分類さ
れている．

3 Carlsson-Wall et al. (2011) は管理的コントロールについて，「従業員の行動の背後にある前
提への影響を試みる手段」(Hopwood,1976: Carlsson-Wall et al., 2011)としており，予算や業
績測定手法を挙げている．社会的コントロールは共有された規範やグループ内のメンバー
間の相互関与の結果として生じる (Hopwood, 1976; Carlsson-Wall et al., 2011)．このコント
ロールの特徴は対面によるディスカッションを通して発展することである (Abernethy, 1996;

Carlsson-Wall et al., 2011)．自己コントロールは個人の観点や誠意，プロフェッショナルとし
ての役割への考え方によるコントロールである．

4 荒井・尻無濱 (2018)では経営管理実践として具体的には①連携統合戦略策定の有無，②連
携統合戦略策定の有無，③連携統合戦略担当組織の有無，④横断的な戦略的終始分析有無，
⑤横断的な統合的人事の有無，⑥法人全体対象の中期事業計画策定の有無，⑦法人全体対
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象の予算編成の有無，⑧本部による予算管理徹底度，⑨法人内連携投資度，⑩現場の実質
的な投資決定可能金額規模，⑪法人内統合一貫サービスモデルの作成状況，⑫法人内患者
データの統合利用状況，⑬地域医療・介護体制構築への法人内取組度を測定している．

5 調査対象先を大阪府内に限定した理由として，医療施設 (動態)調査・病院報告によると，
2015年 10月段階で人口当たりの病床数や人口 10万対１日平均外来患者数が全国平均とほ
ぼ等しいことがあげられる．また，都心部である大阪市だけでなく，高齢化が全国平均よ
りも進む大阪府南部などがあり，施設間連携を議論するさいにサンプルに代表制があると
考えられた．同じ質問票のデータを用いた研究に，黒木・尻無濱 (2016)がある．本稿はこ
の質問票の一部を用いた研究である．
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Kurunmäki, L. and P. Miller. 2011. Accounting within and beyond the state. Management Accounting

Research 22(1): 1–5.

内閣府．2018．『平成 30 年度版高齢社会白書（全体版）：高齢化の現状と将来像』 URL:

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2018/zenbun/pdf/1s1s 01.pdf（参照日：2018 年 12

月 21日）
二木立．1998．『保健・医療・福祉複合体：全国調査と将来予測』医学書院．
大野博．2010．「医療法人の経営多角化と黒字経営に関する研究」『日本医療経済学会会報』

29(2): 1–17.

渡邊亮・荒井耕・阪口博政．2015．「医療機関におけるバランスト・スコアカードの活用状況：
DPC/PDPS導入病院を対象とした質問票調査を通じて」『メルコ管理会計研究』7(2): 15–24.

18



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /BGR (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CHS (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CHT (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DAN (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ETI (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /GRE (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /HEB (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /HRV (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /HUN (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /KOR (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /LTH (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /LVI (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NLD (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NOR (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /PTB (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUM (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SKY (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SLV (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SUO (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SVE (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /TUR (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for prepress printing of International Academic Publishing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFFff08682aff0956fd969b6587732e53705237793e306e30a430f330bf30fc30cd30c330c8516c958b306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200037002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


