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団塊の世代が75歳を超える2025年以降、都市部を中心に、医療・介護
需要が急増することが予想されている。限られた財源や人的資源で、こうし
た需要に対応するためには、病院病床の効率的な運用が欠かせない。この
視点は診療報酬にも反映されており、病院経営上、平均在院日数の短縮や
患者さんの在宅復帰の促進は大きな課題になっている。一方、患者さんの
視点から考えた場合、病院は必要な治療を受ける場であり、自分の意思を
尊重した生活を送ることができる場ではない。つまり、患者さんの早期在宅
復帰は医療政策、病院経営、患者満足、すべての点から求められているこ
とであり、避けては通ることのできないテーマである。
患者さんの早期在宅復帰支援は、病院だけでできることではない。在宅
医療を担う診療所や介護サービス事業者など在宅療養の支え手がなけれ
ば、患者さんは安心して在宅復帰することはできないからだ。患者さんの早
期在宅復帰に向けた取り組みは、患者さんの意思を尊重した生活という目
的を実現するための手段の1つである。
今後、何らかの疾患や障害を抱えながら、地域で生活をしなければなら
ない高齢者は増えるため、「治し、支える医療」の重要性はさらに高まってい
く。在宅復帰支援を推進するにあたっては、手段と目的を間違えないよう留
意したい。

在宅復帰支援の目的は
患者さんの意思を尊重した生活の実現である
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――地域包括ケアシステムの構築が
進められるなか、在宅での看取りを含
めた人生の最終段階における医療の
あり方が大きなテーマになっていま
す。長年在宅医療に尽力し、数多くの
看取りも行ってきた立場から現状をど
のように捉えていますか。
人生の最終段階における医療の

どの延命治療の不開始が社会的に
容認されつつあります。ですから不
開始による尊厳死に対して、医師が
罪に問われることはないでしょうが、
法的な担保はなされていないのが実
情です。冒頭に言いましたが、こうし
た尊厳死を担保する法律がないのは
先進国で日本だけであるという極め
て特異な状況にあることを知ってお
いてもらいたいと思います。
とはいえ、これから多死社会を迎

えるにあたり、人生の最終段階の医

あり方を考えるうえで、まず認識して
おかなければならないのは、日本は
先進国のなかにあって唯一本人の
「リビングウイル」に基づいた尊厳死
が法的に担保されていない国である
ということです。
この話をする前に言葉の定義をし
ておきたいのですが、尊厳死とは余
命を宣告された患者さんが過剰な医
療を受けずに自然死を待つことを指
します。マスコミなどで「安楽死」と
混同されて使われるケースもありま

療のあり方、つまりリビングウイルを
1人ひとりが考えておかなければなら
ないのは事実です。これが明確にな
っていないと、いざというときに家族
や医師はどうすればいいのかがわか
らないからです。
しかし日本でリビングウイルを持

っているのは全人口のわずか2%も
いません。先日、ある医学会の講演
会で約500人の医師に対して、「リビ
ングウイルを持っている人はいます
か」と問いかけたところ、1人もいま

すが、安楽死は医師が薬物を使うな
ど積極的な医療行為により患者さん
の命を縮めることです。もちろん安
楽死は日本では認められておらず、
医師は自殺ほう助といった罪に問わ
れることになります。
一方、尊厳死については、治療の
手立てがなくなった場合に延命措置
を控えてもらうなど、人生の最期に
望む医療行為について事前に書面に
残しておくリビングウイルがあること
を前提に、人工呼吸器や人工栄養な

医師の
「死」と向き合う姿勢が
患者のQODを高める

医療法人社団裕和会長尾クリニック院長
日本尊厳死協会副理事長

長尾 和宏さん

介護職や地域住民を巻き込み
患者の望む生活を最期まで支える
「町医者」の理想形

介護職や地域住民を巻き込み

日常の健康管理から看取りまで、
町医者として地域医療の最前線に立ち続けながら、
日本尊厳死協会副理事長として人生の最終段階における
医療のあり方について問題提起を行っている長尾和宏さん。
人生の最終段階における医療と、
そのための体制づくりについて聞いた。

ながお・かずひろ
医療法人社団裕和会理事長、長尾クリニ
ック院長。1984年、東京医科大学卒業。
大阪大学第二内科等を経て、95年、長尾
クリニック開業。2006年、在宅療養支援
診療所登録。複数の医師による連携で、
年中無休の外来診療と24時間体制の在
宅医療に従事。日本尊厳死協会副理事
長・関西支部長、日本慢性期医療協会理
事など多数の公職も務める。『「平穏死」10
の条件』『薬のやめどき』『痛くない死に
方』（ともにブックマン社）など著書多数。
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QOLの向上はもとより医療の効率性の面からも、医療機関には患者さんの早
期退院および在宅復帰につなげるための取り組みが求められている。そのカギ
を握るのは、退院支援と地域連携だ。本特集では2016年度改定で新設された
退院支援加算の内容をはじめ、早期在宅復帰に向けて必要となる病院の体制、
その受け皿となる病院および介護事業者との連携の取り方、急性増悪時の受け
入れなど、患者さんが安心して在宅復帰できるための仕組みづくりを考える。
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せんでした。自らは「死」について考
えないのに、患者さんに対しては一
方的に「リビングウイルを持て」とい
うのは考えものです。人生の最終段
階の医療を国民一人ひとりに考えて
もらうためには、まず医師が規範を
示すべきです。
また、医師がリビングウイルを持
つことは、「死」を一人称として考え
る機会にもなります。患者さん本人は
「死」を一人称で、その家族は二人
称で捉えているのに対し、大半の医
師は三人称でしか考えていません。
一人称と二人称の間でもかなりの違
いがありますが、三人称となると患
者さんの気持ちとまったく乖離して
しまうことになりかねません。ノンフ
ィクション作家の柳田邦男氏と対談
した際、「医師は最低でも二・五人称
の視点を持たなければ患者の気持ち
を理解できない」と言われていまし
たが、そのとおりだと思います。病院
医療の世界では最近、QOD（死の
質：Quality of death）の向上とい
った言葉が使われるようになってい
ますが、そもそも在宅医療の世界で
はQODが高いため、ことさらにクロ
ーズアップされることはありません。
その背景には多くの医師が二・五人
称で患者さんの「死」と向き合ってき
たからです。人生の最終段階の医療
を考えるにあたっては、医師をはじ
め医療者が自らリビングウイルを持
ち、「死」と向き合うことから始める
必要があると思います。

――在宅での看取りを進めていくため
には、それを支えるためのインフラ整
備も必要になります。この点について
は、どのように考えていますか。

診療所の大半は常勤の医師が院
長1人という状況であり、こうした診
療所に「看取りまできちんと担え」と
いうのは酷なことです。老衰の患者
さんは看取れるかもしれませんが、
がん患者さんなどは適切な緩和ケア
が必要になりますし、専門医との連
携も必要になってきます。患者さん
の状況にあわせて、ある程度の棲み
分けは必要になるでしょう。
また、在宅医療における最大の問
題は夜間の対応です。医師1人で24
時間365日体制を敷くのは至難の業
であり、これを実現するためには病
院の協力体制が重要になってくると
考えます。現在、病院と診療所の間
での地域連携が推進されています
が、昼間に紹介状を書いて患者さん
の受け渡しをするだけというのが現
状です。私は、夜間の在宅の当直体
制を基幹病院に担ってもらうという
提案をします。あるいは、当院のよう
に診療所で複数医師体制を敷くとい
う方法もあります。当院には現在7人
の常勤医師が在籍しており、24時間
365日体制で在宅の患者さんを支え
ています。
いずれにしても在宅での看取りを
進めていくためには、マンパワーや
ICTなど、新しい仕組みづくりが必
要であると考えています。

――患者さんが安心して在宅療養で
きる環境をつくるためには、医療と介
護の連携も重要になります。長尾先生
は古くから介護職との連携にも力を入
れてこられましたが、この医療と介護
の連携を進めていくためには、どのよ
うな取り組みが必要でしょうか。
医療の効率性の観点から、病院
では平均在院日数の短縮が進められ

ており、医療需要の高い患者さんを
在宅で受け入れなければならなくな
っています。当然、在宅側としてはこ
のような患者さんを支えるために必
要な知識や手技を身につける必要が
あり、これは医療職だけでなく、介
護職も同様です。つまり、介護職に
もある程度の医療的な知識を持って
もらう必要があるということです。
「連携しようにも介護職は医療につ
いて何も知らない」と言う医師もいま
すが、そもそも教育を受けてないの
だから当たり前のことです。愚痴をこ
ぼすのではなく、介護職が医療につ
いて学べる場をつくっていくことも
在宅医療を担う医師の使命だと考え
ています。
実際、当院では古くから介護職を
含めて地域の多職種と連携する会
（尼から連携の会）を開催してきまし
た。さらに、昨年7月には「国

こく
立
りゅう
かい

ご学院」という私塾も創設し、地域
の介護職を対象に人生の最終段階
における医療のあり方や認知症対
応、看取りなどをテーマにした授業
を行っています。私塾ですから講師
は私が務め、授業料は無償で、その
後の飲み会代もほとんど出していま
す。そのほかボランティアとして地域
の夜間高校で命の授業を行ったり、
地域住民の方々のための啓発セミナ
ーでの講演を全国で1000回ほどし
ています。これらを行うのは、在宅
医療・介護の質を上げていくために
必要なことだからです。
「地域に出ていく」と言うと訪問診
療や往診をイメージされるかもしれ
ませんが、在宅医療を看板に掲げる
限り、医師にはこのような教育や啓
発活動も求められると考えています。
ですから医療と介護の連携を進めて
いくためには、医師が積極的に地域
に出ていくことが重要だと思います。

24時間365日の
在宅医療には
病院の協力が不可欠となる

介護職が学ぶ場づくりも
在宅医の使命である
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特集　「早期在宅復帰」のトリセツ

国民皆保険制度や年金制度など、わが国の社会保障
制度は、昭和20年代、戦後の復興期に国民生活を支援
するためにその基盤がつくられ、その後、高度成長期に
整備されていったという歴史がある。しかし、社会保障
制度が整備された時代と、団塊の世代が75歳を超える
2025年以降では人口構成は大きく異なり、今後は高齢
世代が極端に増える一方、支え手となる生産人口は減少
していく（図表1）。人口動態の将来的な推移は、大きく
異なることはないため、このままでは社会保障給付費は
増加の一途をたどっていくにもかかわらず、その財源とな
る税収などは減少するという事態を迎える。つまり、こ
れまでと同じ仕組みでは成り立たなくなるのだ。
このような状況を受けて、社会保障・税一体改革に代
表される、社会保障制度の見直しが進められている。医
療に関しては、誰もが住み慣れた地域で安心して生活を
送りながら、尊厳を持って最期を迎えるための仕組みを、
限られた予算と人員で構築することが大きなテーマとな
っている。そのために医療機関に対しては、急性期から
慢性期、在宅医療まで、機能分化・強化と連携を進める

では、ここに在宅復帰機能強化加算を算定する有床診
療所への転院を在宅復帰のカウント対象に加え、在宅復
帰率の基準値は80％に引き上げられた。14年度改定で
新設された地域包括ケア病棟入院料1でも在宅復帰率
70％以上が課せられたが、こちらも同様に16年度改定
で、在宅復帰機能強化加算を算定する有床診療所への
転院は在宅復帰と見なされるようになった。
なお、在宅復帰機能強化加算は14年度改定で新設さ

れた、療養病棟入院基本料1向けの加算であり、在宅復
帰率50％が要件となっている。これまで療養病棟には、
在宅への退院が難しい人の受け皿的要素が強くあったこ
ともあり、在宅復帰が評価されることはなかった。同加
算の創設で、療養病棟の使命として、患者を早期に在宅
復帰させることが明示されたと言える。
このように「住まい」以外について、在宅復帰率の要件

が定められた病棟等に限定して「自宅等」と認められて
いる。言い換えれば、入院医療から在宅に向かう流れの
ないところへの転棟、転院は評価しないということであ

ことで、従来の「病院完結型医療」から、地域全体で患
者を治し支える「地域完結型医療」を構築していくこと
が求められており、医療機関の機能分化と連携の先に
ある1つのゴールとなるのが、患者の「できるだけ早期の
在宅復帰」である。

近年の診療報酬改定でもその傾向は如実に表れてい
る。たとえば、2014年度改定では、急性期から慢性期
医療まで、すべての病床機能に対して在宅復帰を求める
要件や評価指標が導入された。
7対1入院基本料については、自宅等退院患者割合75
％以上（以下、在宅復帰率）が課せられた。ここで言う
「自宅等」とは、▽自宅、▽回復期リハビリテーション病
棟入院料の届け出を行っている病棟、▽地域包括ケア
病棟入院料の届け出を行っている病棟もしくは病室、▽
療養病棟（在宅復帰機能強化加算の届け出を行ってい
る病棟に限る）、▽居住系介護施設または介護老人保
健施設（いわゆる在宅強化型介護老人保健施設または
在宅復帰・在宅療養支援機能加算の届け出を行ってい
る者に限る）――とされた（図表2）。さらに16年度改定
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図表1　人口ピラミッドの変化（1990〜2060年）

図表2　7対1入院基本料と地域包括ケア病棟に
設けられた新たな在宅復帰率の要件

診療報酬から考える!! 医療機関に求められる

入院患者の
早期在宅復帰
支援の推進
　患者の「早期在宅復帰」が求められる背景には、団塊の世代が75歳を超える2025年以降の医療
需要の増大への対応と、住み慣れた地域で最期まで暮らすという患者の生活を重視した医療体制の
構築がある。端的に言うと、この2025年モデルに向けた、限られた社会保障財源や医療資源を最大
限効果的に使うための仕組みづくりの一環だ。そこで最初に「早期在宅復帰」の前提となる医療提供
体制の改革の流れを近年の診療報酬改定をもとに紹介する。

総論

医療機能を問わずすべての病床に
在宅復帰要件や評価指標が導入されている

機能分化と連携の目的の1つが
患者の早期の在宅復帰

（1）�7対1入院基本料（一般病棟入院基本料、特定機能病院一
般病棟入院基本料、専門病棟入院基本料）
…「自宅等」に退院する割合が80％以上（従来は75％以上）

「自宅等」とは…
◦自宅
◦居住系介護施設等
◦地域包括ケア病棟入院料（入院医療管理料）、回復期リ
ハビリテーション病棟入院料、療養病棟入院基本料1
（在宅復帰機能強化加算を算定する病棟のみ）、有床診
療所入院基本料（在宅復帰機能強化加算を算定する病室
のみ）を算定する病棟・病室
◦介護老人保健施設（在宅強化型老健施設、在宅復帰・在
宅療養支援機能加算の届け出施設のみ）

（2）地域包括ケア病棟入院料1（入院医療管理料1）
……70％以上（変更なし）

在宅復帰にカウントする退院・転棟先は…
◦自宅
◦居住系介護施設等
◦療養病棟入院基本料1（在宅復帰機能強化加算を算定す
る病棟のみ）、有床診療所入院基本料（在宅復帰機能強
化加算を算定する病室のみ）を算定する病棟・病室
◦介護老人保健施設（在宅強化型老健施設、在宅復帰・在
宅療養支援機能加算の届け出施設のみ）

日本の人口構造の変化を見ると、現在1人の高齢者を2.6人で支えている社会構造になっており、少子高齢化が一層進行する2060年には1人の高
齢者を1.2人で支える社会構造になると想定

総人口
1億2,361万人

総人口
1億2,709万人

総人口
1億2,066万人

総人口
8,674万人

75歳〜
597万人
（5％）

75歳〜
1,613万人
（13％）

75歳〜
2,179万人
（18％）

75歳〜
2,336万人
（27％）

65歳〜74歳
892万人
（7％）

65歳〜74歳
1,734万人
（14％）

65歳〜74歳
1,479万人
（12％）

65歳〜74歳
1,128万人
（13％）

20歳〜64歳
7,590万人
（61％）

20歳〜64歳
7,028万人
（55％）

20歳〜64歳
6,559万人
（54％）

20歳〜64歳
4,105万人
（47％）

〜19歳
3,249万人
（26％）

〜19歳
2,190万人
（17％）

〜19歳
1,849万人
（15％）

〜19歳
1,104万人
（13％）
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出所：総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)：出生中位・死亡中位推計」(各年10月1日現在人口)

1990年（実績） 2015年（実績） 2025年 2060年

1人
5.1人

1人
2.1人

1人
1.8人

1人
1.2人

65歳〜人口
20〜64歳人口

団塊世代
（1947〜
49生まれ）

団塊ジュニア
世代（1971
〜74生まれ）



特集　「早期在宅復帰」のトリセツ

患者と家族に対して担当医が病気とその進行状況や
治療についての説明を行うが、同意を得たうえで、退院
支援担当者あるいは地域連携担当者が同席し、今後に
ついてともに検討することも大切である。胃ろうの造設
や疼痛コントロールなど、医師は時間をとって丁寧に説
明をしていても、専門性が高い内容が多いため、患者や
家族のなかには話を聞いても理解できていないというケ
ースが少なくないからだ。たとえば、「人工呼吸器」と言
っても、患者や家族は気管切開し、話ができなくなると
いうイメージを持っていないことが多い。大半の人にとっ
て医療は非日常的なことであり、日常生活で「胃ろう」と
いった言葉を使うような機会はほとんどないからだ。そ

り、機能分化・強化と連携とは、「できるだけ早期に在宅
に帰す」ための仕組みづくりと理解することも可能だ。

患者の早期在宅復帰に向けて、16年度改定では「退
院支援加算」も新設された。これは、患者が安心・納得
して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継
続できるよう、医療機関や介護施設などの施設間の連
携を推進し、入院早期より退院困難な要因を有する患者
を抽出し、退院支援を実施することを評価するものだ。
その点数設定は加算1、加算2、加算3の3区分であり、
一般病棟で算定する場合、加算1が退院時1回600点
（療養病棟同1200点）、加算2が同190点（同635点）、
加算3は1200点でNICUによる算定が想定されている。

退院支援では何よりも早期介入が重要になる。時間
的余裕を持ちながら在宅復帰に向けたコーディネートが
できると同時に、患者や家族に複数の選択肢を提供で
きるというメリットもあるからだ。
そのためには何よりも早期の情報収集が必要になる。

これについては、患者が入院してきた段階からアセスメ
ントを行い、本人の療養生活についての意向や、独居か
同居家族がいるのかなどの在宅状況の把握、家族の介
護力や受け入れに関する意思、生活環境、居宅介護支
援事業所のケアマネジャーの意見など、多くの情報を得
ることが大切。他院からの紹介患者の場合は、介護サー
ビスの利用歴を含めて、紹介元から事前に患者に関する

のため、こうした説明については、医療者が「当たり前」
と考えていることを患者や家族はほとんど理解していな
いという前提で考える必要がある。
退院支援担当者や地域連携担当者は、患者や家族が

医師の説明をどの程度理解できているかを確認するとと
もに、理解していないようであれば、質問しやすい雰囲
気をつくったり、改めて説明したりといった支援を行うこ
とが求められる。患者や家族のなかには「医師に間違っ
たことを聞いたら失礼にあたるかもしれない」といった考
え方をしている人もいるからだ。こうしたきめ細かなアプ
ローチが、患者や家族に安心感を与えることになり、ひ
いては円滑な退院支援、在宅復帰につながる。

退院支援に関しては従来、「退院調整加算」が設けら
れていたが、これは入院期間、つまり退院までのスピー
ドだけを評価するものであった。加算1は退院支援を円
滑に進めるための体制と、その実績を重視している点が
大きく異なる（図表3）。
加算1の施設基準では、▽3日以内に退院困難な患者
の抽出、▽7日以内に患者・家族と面談、▽7日以内に多
職種によるカンファレンス実施――など、入院早期の段
階からの対応を求めており、これを実施すれば、大幅な
在院日数の短縮が期待できる。
連携先となる医療機関や介護施設との信頼関係の構
築とそれに伴う患者の紹介増も期待できる。加算1では
2病棟に1人以上の退院支援業務に専従する職員（看護
師あるいは社会福祉士）の配置が求められているが、メ
ーンとなるのは看護師だ。専門知識を持つ看護師が退
院支援を担当すれば、転院先への患者の病状説明やリ
ハビリ、食事の注意点などの情報伝達の質を高めること
ができる。その結果、「あの病院に紹介すれば、患者を
スムーズに戻してもらえる」という信頼関係と患者増につ
ながるというわけだ。
では加算1の算定に向けて医療現場はチームとしてど
のような役割を果たすべきか。実務の中心となるのは看
護師やMSWなどである。ただ、新しい取り組みを定着
させるためには、誰かが声を上げ続けなければならな
い。こうしたマネジメントができるのは、医療現場のリー
ダーである医師だ。医師には加算1の意義を現場に訴え
かけるとともに、医事課と連携して、自分の病棟に対象
となりうる患者がどれくらい存在し、何割算定できてい
るのかを把握し、少ない場合は檄を飛ばす。経営層によ
る必要な人員を配置する体制づくりと看護師やMSWな
どによる実務、事務方によるデータ分析、そして医師の
マネジメント。こうしたチーム医療の実践こそが加算1の
算定とその先にある患者の早期在宅復帰につながるの
である。
そのほか、退院支援に関しては退院直後の在宅療養
支援を評価する「退院後訪問指導料」、「訪問看護動向
加算」が新設されたことに加え、「介護支援連携指導
料」、「退院時共同指導料」のいずれも点数が引き上げら
れている。これらは診療報酬と言う目に見える収益とし
ても大きいが、その取り組み自体が、退院支援につなが
るということを今一度考え、その算定に向けて何が必要
とされているのかを考えていただきたい。

さまざまな情報提供を受けておくことが重要である。
これらを丁寧に行うことで、入院前から退院支援計画

を作成し、在宅療養に向けた支援を行うか、次の転院先
あるいは施設入所を検討するかなど、今後の方向性をあ
る程度決めておくことができれば、スムーズに退院支援
を進めていくことができる。信頼関係を構築するという
観点からも、転院患者の受け入れの場合、地域連携担
当者が入院中の病院まで足を運んで患者や家族とも面
談しておくのが理想的だ。
もちろん、こうしたアセスメントで得られた情報は担当

医や看護師、関連部署と共有して、医師の治療方針に合
わせた支援を進めていくことも大切である。

患者の早期在宅復帰に向けて退院支援から在宅支援まで

病院が取り組むべき
7つのPoint
　在宅復帰を進めるうえでは、患者や家族への説明をはじめ、院内外との調整など、さまざまな体制づくり
が必要になる。ここでは各論として、患者の「早期在宅復帰」を進めていくために、病院に求められる主な取り
組みを7つにまとめた。7つのPointに共通するのは、患者や家族が安心して在宅に帰るための道筋をつける
ための在宅復帰後の生活を視野に入れた医療の実践、そして在宅医療・介護を担う地域の関係者との連携を
推進していくことである。

図表3　退院支援加算の施設基準

（新）退院支援加算1
イ　一般病棟入院基本料等の場合� ��600点（退院時1回）

ロ　療養病棟入院基本料等の場合� 1200点（退院時1回）

【施設基準】
�退院調整加算の施設基準に加え、次の基準をク
リア。

（1）�退院支援・地域連携業務に専従する看護師・社
会福祉士が算定対象の各病棟に専任で配置され
ている（退院支援業務は最大2病棟まで併任可）。

（2）�保険医療機関または介護サービス事業所など
20以上と転院・退院体制についてあらかじめ
協議・連携している。

（3）�連携している保険医療機関または介護サービス
事業所等の職員と当該保険医療機関の退院支
援・地域連携職員が年3回以上、面会して転院・
退院体制について情報共有等を行っている。

（4）�介護支援連携指導料の算定回数が、加算の算定
対象の病床100床当たり年間15回以上（療養
病棟等は10回以上）。

（5）�病棟の廊下など見やすい場所に、患者・家族か
ら分かりやすいように、専任の退院支援職員と
担当業務を掲示している。

退院支援加算2
イ　一般病棟入院基本料等の場合� ��190点（新）

ロ　療養病棟入院基本料等の場合� ��635点（新）

（新）退院支援加算3
� � 1200点（退院時1回）

各論
早期在宅復帰に向けて
病院は退院支援加算の算定を

Point 1 入院前の段階から情報収集を行うなど
可能な限り早期の介入を実践する

Point 2 患者や家族にとって医療は「非日常」
医師の説明を理解できる支援を行う
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特集　「早期在宅復帰」のトリセツ

在宅療養中の患者や家族の医療や生活を支援する
ことも円滑な在宅復帰に向けては重要なポイントにな
る。もちろん、大都市部にように、地域における在宅医
療・介護のインフラがある程度整備されている状況であ
れば、こうしたところと地域連携を充実させていけばよ
いが、そもそもインフラ自体が不足しているという場合
は、病院として在宅支援機能を整備、強化していく必要
もある。
在宅療養支援を考えるうえでまず重要となるのが、在

宅医療を担う診療所の支援である。診療所の大半は医
師が院長1人という体制であるため、在宅医療の必要性
を理解していながらも24時間365日の対応は非常に難
しいというのが現状である。これが在宅療養支援診療
所など診療報酬上で評価されながらも、在宅医療の普
及が遅れている大きな原因とも言える。

入院中から患者の退院後の療養を視野に入れた診療
を行うことも重要である。たとえば、鎮痛剤も飲み薬や

退院調整と退院支援、言葉は似ているが意味は異な
る。前者は文字通り、患者が退院するための調整である
が、後者は患者が人生を再構築していくための支援を意
味している。そのため、退院支援のアプローチを行うに
あたっては、完治せずに病気を持ったまま自宅に帰らな
ければならない患者に、自分の身体のことをきちんと知
ってもらったうえで、どのような生き方をしたいのか、寄
り添いながら一緒に考える意思決定支援の姿勢が重要
になる。
つまり、いかに患者と家族の心に寄り添った支援、患
者のナラティブを重視した支援ができるかが大きなカギ
を握るのである。患者や家族は、在宅で療養することに
対して、さまざまな不安を抱えている。こうした不安や心
配を軽減するためには、相手の思いをくみ取ることが重
要である。これに関しては、病院の担当者だけではなく、
患者と家族が同席するなかで、在宅を受け持つ医療およ

円滑な在宅復帰支援を行うためには、できる限り早期
の段階で、在宅サービスを担当するケアマネジャーや訪
問看護師、訪問介護士などとの情報共有や意思統一を
図り、患者の退院後の生活を想定した支援を行うことが
不可欠である。これについては、病院の担当医や病棟看
護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士などによる、在
宅復帰に向けた退院支援カンファレンスが有効である。
また、これには、病院の専門職と在宅医療・介護関係者
が“顔の見える”関係性を構築するという効果もある。こ
れも在宅復帰を円滑に進めるためには重要なポイント
だ。
カンファレンスでは、一般的に入院中の患者のADLの

退院後の患者を受け入れる地域の医療・介護関係者
に対する勉強会や研修会の開催など、教育研修を行う
ことも、病院に求められる取り組みだ。たとえば、緩和
ケアをはじめ人生の最終段階における医療に関しては、
在宅での療養を担うかかりつけ医も少なからず負担がか
かるし、認知症や看取りへの対応など、介護関係者の大
半はどのように対応すればよいのか不安を抱えている。
また、医療依存度の高い患者の在宅復帰を進めるにあ
たって、在宅医療・介護の担い手が必要な知識や手技を
習得しておかないままにケアを行った結果、医療事故や
訴訟に至る可能性も否定できない。もちろん勉強会や研
修会を通じて、地域全体の医療・介護の質が上がるとと
もに、病院と在宅医療・介護関係者の間で“顔の見える”

ろん、「治す」医療に必要な処置は重要であり、必要に応
じてと言うことになるが、「治し、支える」医療を実践して
いくためにはこうした配慮も求められる。
病院内でできたことを在宅でできなければ、結局、再

入院となるからだ。そのためには当然、医療機関には在
宅医療の現場ではどのようなことができるのかといった

ただし、この夜間および休日の訪問診療や往診、緩和
ケアといった極めて専門性の高い領域を除けば、十分日
常の訪問診療は対応できるという診療所は少なくない。
そのため、地域の在宅医療の充実に向け、たとえば病院
が機能強化型在宅療養支援病院となって、訪問診療や
緊急時の在宅患者の受け入れなど、診療所のバックアッ
プを行うことが考えられる。
そのほか、訪問介護や通所介護、訪問看護、居宅介

護支援事業、（看護）小規模多機能型居宅介護、グルー
プホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活
介護、さらに地域包括ケアシステムの要とも言える定期
巡回・随時対応型訪問介護看護――など、レスパイト機
能を含めた、患者や家族の生活を支えるための介護サー
ビスについても地域ニーズにあわせて、その整備を考慮
していけばよいだろう。

貼り薬、座薬などを用いるなど、「在宅でできる範囲の
医療処置」を念頭に置いた医療を行うことである。もち

び介護従事者との間で、丁寧に確認作業と申し送りを行
うことが大切である。
その際には、身体情報だけでなく、「自宅に帰ったら、

こんなことがしたい」といった患者の意思も共有しておく
ほか、もし不安や心配なことがあった時にはどこへ連絡
すればよいのかなど、1つひとつきめ細かく確認しておく
ことが重要だ。加えて人生の最終段階の医療を受ける患
者に対しては、患者の意向を重視した支援をどのように
行うかをつめておく必要もある。このアプローチにはかな
りのコミュニケーション力やコーディネート力が必要にな
る。退院支援担当者にはこうしたスキルを磨いておくこと
も重要である。
さらに在宅復帰に向けて、事前に病院の担当者が自
宅へ訪問し、自宅改修や福祉用具の利用など、退院後
の生活を踏まえたアドバイスを行うことも、患者や家族
の不安を軽減することにつながる。

確認をはじめ、入浴の状況や移動の手段、歩行時の危
険度、認知症の有無、服薬管理、食事形態などを確認
し、在宅での生活における注意点などについて共有され
ている。ここで重要なのは身体や生活情報に関してだけ
ではなく、人工呼吸器や腹膜透析、高カロリー輸液によ
る栄養管理、胃ろうの管理・交換など、在宅医療・介護
の担い手に医療手技といった実技面における引き継ぎ
も行っておくことが大切だ。
また、在宅復帰後の患者に関する症例検討会を開催
するなど、在宅での患者の状態について検討し、在宅へ
の移行手順の見直しや問題点などを共有していけば、在
宅復帰の流れをブラッシュアップしていくこともできる。

関係が構築され、多職種連携を行う土壌ができれば、
自ずと在宅復帰は円滑に進むだろう。
また、こうした啓発活動は、在宅医療・介護関係者だ

けではなく地域住民を対象にして行うことも大切であ
る。地域の人たちに正しい知識を持ってもらい、その意
識を変えていくことは、患者の在宅復帰を円滑に進める
ことにもつながるし、病院の担当者が地域住民と交わる
ことは地域の課題やニーズを知る機会になり、必要なイ
ンフラ整備を考えるヒントにもなるからだ。これに関して
は近隣の町内会などに呼びかけ、市民講座を開催する
ほか、地域で行われている祭りに病院が参加するなど、
さまざまな方法が考えられる。

「在宅」の実情を把握するとともに、「在宅ケア」に関する
専門的な知識や技能を習得することも求められる。「病
院医療と在宅医療の間には文化の差やギャップがある」
と指摘されるが、これを埋めていくためには、時間的・
財政的にも在宅サービス側よりも余裕がある病院側が
歩み寄っていく必要がある。

Point 3 在宅医療・介護関係者に対しては
情報だけではなく手技も引き継ぐ

Point 4 退院支援と退院調整は異なる
大切なのは意思決定支援である

Point 5 退院後の生活を視野に入れて
在宅での療養を考えた診療を行う

Point 6 円滑な在宅復帰に向けた
地域の医療・介護の底上げも必要
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Point 7 診療所のバックアップを含めた
在宅支援機能の強化を図る



ケアとは「普通に暮らせる」という幸せ
を支えることのすべてであり、病気や障
害、貧困といったさまざまな問題を抱え
ていたとしても、自身が望む生活価値を
実現したい。そのために多職種が集い、
医療や介護を含む、地域資源を集約し
てサポートするのが地域包括ケアシステ
ムのあるべき姿。そう考えて地域課題の
解決に取り組んできたのが、社会医療法
人ジャパンメディカルアライアンス東埼
玉総合病院の中野智紀・在宅医療連携
拠点「菜のはな」室長だ。
「たとえば、体が多少不自由になったと
しても、馴染みの理髪店で髪を切りたい
と考えるのはおかしなことではありませ
ん。ところが、それを叶えるには、医療
や介護、地域のサポート、理解が必要不
可欠であり、これが幸手モデルの基本的
な考えです。医療や介護は地域住民一人
ひとりが望む普通の生活を支えるため
の一道具であり、中心ではないのです」
幸手モデルとは、住民主導による自

「主催するのは、町内会やサロン、コミ
ュニティカフェ、工務店やお寺など。地
域には必ず『住民の役に立ちたい』と考
える方がいます。開始当初は設置の相談
を持ちかけていましたが、いまでは『始
めたい』と手を挙げるケースがほとんど
です。当院の役割も先頭を切るという
よりは、あくまでもバックアップ。仕組
みづくりに徹するのが大切で、住民主体
で動くことで皆さんが主役になっていき
ます」

また、「菜のはな」では、市民オペラの
開催や、子どもたちが町の未来を考える
「キッズカンファ」など、地域住民を巻き
込んだイベントも数多く行ってきた。こ
の狙いについて中野氏は、「医療や介護
からのアプローチだけではなく、地域の
豆腐店での豆腐づくり体験や料理教室
など、イベントを通じて地域の人と人を
つなげる仕組みづくりが重要です。そこ
に我々も地域住民として参加すること
で、顔見知りになり、最終的には多職種
や地域のコミュニティーがスムーズにつ
ながっていきます」と打ち明ける。
地域住民が普通に暮らせるまちづくり
を実現するためには、医療・介護関係者
の連携はもちろん、共に考え、悩みなが
ら仕組みづくりを住民中心にすすめる必
要がある。「菜のはな」ではこういった人
たちを「コミュニティデザイナー」と名付
け、発掘・育成にも力を注いでいる。た
とえば、病院に隣接する幸手団地は高
齢化が著しいが、その一角にはコミュニ

助・互助を核とした新しい地域医療シス
テムの構築を目指すもの。その取り組み
の１つとして、幸手市と杉戸町の行政お
よび北葛北部医師会からの受託という
形で東埼玉総合病院内に設立されたの
が在宅医療連携拠点「菜のはな」だ。医
師や看護師、事務員が常駐し、在宅医
療や介護への対応、健康や暮らしの悩
みに応える窓口であると同時に、多職種

ティカフェがあり、店主はコミュニティ
デザイナーの一人。高齢者たちに憩いや
相談、ボランティアや労働の場を提供し
ている。また、この場を通じて住民同士
がつながることで、ちょっとした住民の
変化に気づくことができ、医療や介護に
スムーズにつなげることもできるという。
「大切なことは、お互いさまのように貸
し借りが生まれたり、互いを束縛する
『互恵性』のコミュニティーではなく、緩
くつながることです。損得がない関係性
を築くことで、気負いなく地域活動に参
加できます」
また、住民主体の地域包括ケアシステ
ムの構築に向けては、「一人ひとりの多
様性を、地域資源側も多様性で受け止
めることが重要」とも強調する。住民が
望む生き方や暮らし方が多様化するな
か、医療・介護は、その人らしく暮らすた
めのサポートの一つとして、地域コミュ
ニティーと一丸になり、生活全般を支え
ていくことが求められるという。
「４年間の積み重ねで、仕組みの骨格は
できつつあります。今後も、誰もが『普
通に暮らせる』という幸せを、人と人が
向きあうことで支え合う、そんなケア文
化が継続できる地域づくりを目指してい
きたい」と展望を話す。連携を加速させる役割としても機能して

いる。
この「菜のはな」の取り組みはユニー

クかつ多岐に渡り、主な内容は表に挙
げた通り。たとえば、住民からの医療や
介護、暮らしに関するさまざまな相談を
受けつける「暮らしの保健室」は、幸手
市と杉戸町に現在33カ所が設置されて
いる。

埼玉県幸手市吉野517-5
http://saitama.jinai.jp/
2014年5月、埼玉県北東部に位置する幸手市に新築移転。「新しい
地域密着型中小病院」を目指し、同院が持つ専門医などの技術や
情報を地域へオープンにするとともに、地域医療を支える診療所の
人材育成や介護福祉施設との連携にも積極的に取り組んでいる。

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス
東埼玉総合病院

埼玉県北東部に位置する幸手市と杉戸
町。医療・介護資源の不足に加え、深
刻な高齢化問題を抱える同市町では、
2012年に東埼玉総合病院の移転を契
機に、住民主体の地域包括ケアシステ
ムの構築に着手。その取り組みは大き
な成果を挙げ、「幸手モデル」として全
国からも注目を集めている。同モデル
で陰日向の立役者である中野智紀氏
に、今日までの軌跡、多職種連携のポ
イントを伺った。

地域住民のつながりは
“緩いくらい”が丁度いい

人と人が向きあえるまちづくりが
多職種連携のカギ

「菜のはな」のスタッフと 「菜のはな」のFacebookを更新

埼玉利根保健医療圏地域連
携推進協議会が発足

住民が集う暮らしの中にある保健室とし
て、健康・医療・介護の無料相談に応じ
る。定期的に治療や介護に役立つ情報
を看護師が情報提供も行う

医療介護連携や多職種協働に向けたワ
ークショップ

住民主体の情報交換会。地域のケアの
課題を共有し、知恵を出し合う、いわば
“三人寄れば文殊の知恵”を繰り広げる
場。その後、適切な専門家につなげる支
援を行う

地域で活躍するインフォーマルサービ
スの担い手“コミュニティデザイナー”を
育成

「暮らしの保健室」など、人の集まりに参
加しない高齢者を対象に、健康と生活の
両面からリスクを包括的にアセスメント
し、必要な支援へとつなぐ

地域住民が住み慣れた地域で安心して
医療や介護が受けられるよう、本人・家
族からの在宅医療に関する相談窓口

地域医療ITネットワークシ
ステム「とねっと」稼働
「暮らしの保健室」開始

在宅医療連携拠点「菜のは
な」設置
地域包括ケア会議設置

「第一回市民の集い」開催
「ケアカフェさって」「みんな
のカンファ」開始

「菜のはな」のあゆみ

「菜のはな」の主な取り組み

2011年　

暮らしの保健室

ケアカフェさって

みんなのカンファ

しあわせすぎコミュニティデザイナー

健康生活アセスメント調査

地域まるごと電話相談

2012年　

2013年　

2014年　

14 15季刊 solasto Winter 2017 季刊 solasto Winter 2017

地
域
の
多
様
性
を
受
け
入
れ
る
と

「
普
通
に
暮
ら
す
」た
め
の
連
携
が
生
ま
れ
る

社
会
医
療
法
人
ジ
ャ
パ
ン
メ
デ
ィ
カ
ル
ア
ラ
イ
ア
ン
ス

東
埼
玉
総
合
病
院 

在
宅
医
療
連
携
拠
点「
菜
の
は
な
」室
長

中
野 

智
紀
さ
ん なかの・ともき

2001年、獨協医科大学卒業。社会医療法
人ジャパンメディカルアライアンス東埼玉
総合病院で地域糖尿病センター長、経営
企画室室長を兼任。2012年より、地域医
療ネットワークシステム「とねっと」の導
入、在宅医療連携拠点「菜のはな」の開設
に着手し、地域人材の発掘にも尽力。地
域包括ケアシステムの好事例として全国的
に有名となった「幸手モデル」構築・推進
の立役者

撮影：下山展弘



んにお話を聞くと、「ケガや事故がな
い環境づくりはもちろんですが、ソラ
ストの全保育園では、万一に備え、
常勤スタッフには全員に『小児MFA

（救急法）』の受講を義務づけていま
す。また、園内調理による手づくり
給食も全園で実施しています」との
こと。安全性の確保と食へのこだわ
りがあって初めて、子どもたちの元
気と楽しさが守られるのだろう。

スタッフ23人のうち、保育スタッフ
は保育士の有資格者を中心に18人。
20歳代から70歳代まで幅広い年代
が働いているのも、ソラスト新江古
田の特徴だ。子どもがいる人、独身
の人、保育士を目指している人、別
の夢を追っている人……、スタッフに
はそれぞれ自分の生き方がある。同
園ではその生き方を尊重し、多様な
働き方を認めている。
「仕事仲間としてほどよい距離をと
りながら、互いに思いやりの気持ち
を持つことが大切」と佐野園長。ス
タッフにできるだけ長く働いてもらい
たいという思いが感じられる。

よい保育を実現するために、ソラ
スト新江古田ではスタッフのチーム
ワークを重視している。特にクラスを
担当するペアスタッフを選ぶ際には、
互いの能力が引き出せる組み合わせ
になるよう配慮。たとえば、ベテラン
リーダーと新卒スタッフ、若いリーダ
ーと子育て中の新人スタッフなど、
できるだけ経験や年齢が離れた人
選をする。それによってスタッフは互
いに刺激を受け、新人はベテランの
経験や知恵を通して保育の実践知
識を学び、ベテランは新人の前向き

ソラスト新江古田のある目白通り
沿いを歩いていると、保育園とはあ
まり縁のない商業地域のように感じ
るが、一歩裏道に入れば静かな住宅
地。新宿まで地下鉄で15分足らずと
いう立地のよさから、近年は若いフ
ァミリー世帯が増えている。

ソラスト新江古田は、そうした子
育て世代の心強い味方だ。取材の
日、おやつの時間が終わった２歳児
クラスでは、保育スタッフに見守られ
て子どもたちが元気に遊んでいた。

「こんにちは」と声をかけてくれる子
も。とびきりの笑顔と朗らかな声が
あふれている。

楽しく過ごす園児たちを守るため
に、ソラスト新江古田は安全対策に
力を入れている。園長の佐野克子さ

な姿勢や素朴な疑問と出合って初
心に帰るといった好循環が起こる。

玄関ホールの壁には、スタッフ全
員の顔写真が貼られたコーナーがあ
る。それを作製したのは写真が得意
なスタッフだ。各スタッフの特技はほ
かにもパソコン、英会話、手づくり
玩具、音楽などさまざま。ここでは、
それぞれの得意分野が余すところな
く生かされている。

チームワークは、個性の違う人同
士が互いに補い合うことで成り立つ。
加えて、その時々に誰かが一歩前に
出ることで、組織が活性化しパワフ
ルにもなるということなのだろう。

降園の時間になると三々五 、々保
護者が迎えに来る。あるお母さんが
入ってきたとき、スタッフが「お帰り
なさい」と声をかけた。「ここをもう
ひとつの我が家だと思っていただき
たいからなんです」と佐野園長。「今
はまだ “ありがとうございます”とい
う返事が多いけれど、皆さんに“た

だいま”と言ってもらえるようになり
たい」。ソラスト新江古田は、保育体
制がしっかり整っているだけでなく、
人を安心させる優しい空気が漂って
いる。佐野園長の理想は、保護者に

「ここがいい！」と選んでもらえる保育
園だという。

今後の課題は、地域の人たちとの
交流を図っていくこと。ソラスト新江
古田が、近隣住民の触れ合いの場に
なる日も遠くないだろう。

保護者から信頼してもらえる
保育園を目指して

0歳から2歳までの子を預かるソラスト新江古田は、若い世帯が増えているこの地
で、共働きの子育てファミリーを支える頼もしい存在。年齢や経験の異なる多彩
な保育スタッフが働いているが、そのチームワークのよさには定評がある。

昨年4月から長
男が1歳児保育で
お世話になっています。長女も通
っていたので、先生方の人柄がよ
く、いろいろな体制もしっかりして
いることがわかっていました。だ
から下の子も、この保育園にと。
ある日、息子が園で高熱を出し

て熱性けいれんを起こしたので
すが、そのときの対応もすばらし
かった。息子への対処が適切だっ
ただけでなく、連絡を受けて動揺
している私への気遣いも。私まで
先生方の愛情に包まれている気
がして、“ここでよかった！”と思
いました。

幅広い年齢層のスタッフが
安全で楽しい保育を実践

（上）目白通りに面した正面玄関
（下）年齢や得意分野が多様なスタッフ

（上）ハロウィンで魔法使いの仮装
をして先生と遊ぶ園児たち
（下）床暖房が設置されているので、
お歌もかけっこも一年中素足

（上左）安心・安全で園児に人気の手づくり給食
（上）管理栄養士が工夫を凝らした給食はおいし
くて栄養豊富
（左）安全で使いやすい子ども用の洗面台で手を
洗う園児たち

園長
佐
さ

野
の

 克
かつ

子
こ

さん

設立	 2011年３月
所在地	 東京都練馬区豊玉北2-17-11	
	 ローレルハイム1･2階
TEL	 03-5912-0880
FAX	 03-3948-1880
スタッフ数	 常勤10人（栄養士1・調理師1

を含む）、非常勤13人（調理
師1・事務1を含む）

対象年齢	 月極保育：生後57日～２歳
	 一時保育：生後6ヵ月～就学

前（3歳以上は一時保育専用
室あり） チームワークのよさで

スタッフの個性が生きる

もうひとつの我が家だと
思ってもらえる保育園に

保護者の声

鷹
たか

野
の

 亜
あ

沙
さ

美
み

さん
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╲あしたを元気に！／
ソラスト施設

訪問記
保育園

ソラスト新江古田
（東京都練馬区）



社会福祉士とは、「専門的知識・技
術で、身体上・精神上の障害や環境上
の理由により日常生活を営むのに支
障がある者の福祉に関する相談に応
じ、助言・指導・福祉サービスを提供
する者。また、医師等の保健医療サー
ビスを提供する者や関係者との連絡・
調整その他の援助を行うことを業とす
る者」で、社会福祉士の名称を用い
ている人と定義づけられます。業務
独占ではなく名称独占の資格です。
根拠法は「社会福祉士及び介護福
祉士法」（昭和62年法律第30号）
です。
2016年11月末現在の社会福祉士
登録者数は全国で20万1522人と、
介護福祉士の149万5130
人の7分の1程度。国家試
験の合格率は30％を割り
込むことが常態化してい
ます。福祉系の資格のな
かでは「難関」と言っても
いいでしょう。
社会福祉士の多くは、

さまざまな福祉の現場や
行政機関で活躍しており、

医療機関で働いている
人は全体の2割弱と言
われています。 しかし
今、医療機関で社会福祉士の需要
が高まってきているのです。
その理由は、16年度診療報酬改
定にあります。新設された「退院支
援加算1」の施設基準として、社会福
祉士の病棟配置が求められるように
なったのです。また、「認知症ケア加
算1」でも、認知症ケアチームのメン
バーとして、専任の社会福祉士が必
要となりました。
この2つの加算は、16年度改定の
目玉とも言えるものです。とくに急性
期の医療機関の多くは、経営的な意

味でこの2つの加算の届け出を目指
しています。こうした医療機関が社
会福祉士を雇用しようとしているの
です。ただ、もともと人数が少ないう
えに、社会福祉士の多くがあまり医
療現場になじみがないのが実情で
す。医療機関における社会福祉士の
「人材不足」感がじわじわと広がって
きているようです。
地域包括ケアシステム構築へ向け

ての天王山とも言うべき18年度の診
療報酬・介護報酬同時改定の議論
が、中央社会保険医療協議会や介

護給付費分科会で本格
化しています。シームレス
な連携体制をつくるため
に、社会福祉士の役割は
ますます重要になると見
込まれ、報酬にも反映さ
れてくる可能性が高いと
思われます。社会福祉士
が「鍵」を握っているとも
言えるでしょう。

コトバの　   鍵

社会福祉士
●今月のコトバ●

以前は舞台照明の仕事をしていたの
ですが、心理学が学びたくて大学に通う
ようになりました。特に熱心に勉強した
のは、母子支援についてです。
もともと子どもが好きだったので、そ
うした勉強のなかで「子どもと接するだ
けでなく、お母さんも助けられる仕事が
したい」という気持ちになりました。そ
こで、保育士を目指したのです。私にも
現在６歳になる男の子がいるので、この
流れはとても自然でした。
その後、保育補助の仕事をしながら
保育士の資格を取得し、昨年の４月から
ソラスト新江古田の常勤職員として働い
ています。
保育士になってよかったと思うのは、

身近で子どもたちの成長が見られるこ
と。昨日できなかったことが今日はでき
るようになったとか、４月にはああだっ
たのに今はこんなふうになったとか…。
保育士というプロの目で子どもたちに接
するだけではなく、保護者の方々と同じ
ような気持ちで子どもたちの成長を見
守っています。現在、１歳児クラスを担
任しているのですが、一人ひとりの子ど
もの成長に触れるたびに驚きや喜びを
感じます。毎日が楽しいですね。

ソラスト新江古田は、先生方がとても
明るく、チームワークのよい職場です。
園児への救急対応などの体制もしっか
りしているので、働いていても安心感が
あります。それは保護者の方にも伝わっ

顔のひと

子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
身
近
に
感
じ
る

そ
ん
な
保
育
士
の
仕
事
が
大
好
き

ソラスト新江古田
保育士

（えんどう・あやの）
大学で心理学を学ぶなか、母
子支援に関心を持つ。「子ども
が好きで、お母さんも助けた
い」との思いから保育士の資格
を取得。昨年４月からソラスト
新江古田の常勤職員。

遠藤彩乃さん

ているのではないでしょうか。
私は子どもがまだ保育園の年長組な
ので、早番・遅番を免除してもらい、中番
（8:00 ～18:00）で働いています。ここ
の先生方は年齢層の幅が広く、人生経
験を積んだ方も多いので、母親としての
私の働き方を快くフォローしてください
ます。保育士であり、保育園に通う子ど
もの保護者でもある自分が、矛盾した
気持ちを抱かずに働けるのはうれしいこ
とです。
保育園は“子どもが喜んで行ってくれ
る場所”であることが理想。その実現に
向けてがんばれるのも、職場で自分を認
めてもらっているからだと感じます。
休みの日は、野球が好きな長男と公
園でよくキャッチボールをしています。
子どもと一緒に１つのことに没頭できる
時間は、私にとって至福の時です。

笑
保育のプロとして接すると同時に
成長を見守る親の目線も持ちたい

子どもたちが「行きたい！」と
思ってくれる保育園が理想
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