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６年に1度の診療報酬・介護報酬の同時改定が終わった。同時改定とい
うだけでも大事なうえに、今年は障害福祉サービスの改定や、第７次医療
計画、第３期医療費適正化計画、第７期介護保険事業計画の策定なども
伴うものであった。いずれも、団塊の世代が後期高齢者となる「2025年」に
向けて、大きく舵が切られた。
診療報酬・介護報酬ともに大きく打ち出されたのが、医療機能の分化・強
化とともに医療と介護の連携の更なる推進だ。これにより、地域包括ケアシ
ステムの構築を目指すという流れは、より鮮明なものとなった。
特に診療報酬改定においては、入院基本料等の報酬体系が大きく見直
されたことは特筆に価する。看護師配置の「基本部分」と、重症度、医療・
看護必要度を軸とした「実績部分」の「二階建て」に転換するなど大きな改
定となっている。とはいえ、現行の体制を維持することができれば、従来の
点数をほぼ担保できる配分となっており、病院の経営に大きく影響は与えな
いと見られている。
つまり、今回の診療報酬改定は医療機関のめざすべき方向性を示すこと
に力点が置かれたものとなっている。2020年度の次期診療報酬改定では、
今回の方向性をさらに推し進めていくと読み取れる。今回の改定だけでは
なく、次の改定にむけて、医療機関は検討・準備をしていく必要があるだ
ろう。

来る2025年に向けての方向性が示された
今の対応ではなく、先を見た対応が求められる
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――６年に１度の「診療報酬改定」「介
護報酬改定」「障害者福祉サービス等
報酬改定」の同時改定ですが、今回は
メッセージ性が強いと言われていま
す。今次改定に込められた医療、介護
などのイメージ像を教えてください。
今年の「トリプル改定」は、団塊
の世代の方々がすべて後期高齢者と
なる、2025年に向けて、実質的に
最後のトリプル改定になります。こ
れからの超高齢社会では、医療と介
護と障害福祉の関係は単純なもの
ではなく、それらのニーズを合わせ
持つ方々も増えています。そうした

てきました。その中では、たとえば
保険局に設けられている医療介護
連携政策課が扇の要になって、同時
改定の基本方針を協議するという形
で連携を強化しつつ進めました。

――診療報酬改定についていえば、
どこに成果があったと感じられていま
すか。特に、医療費を抑制する一方、
サービスは向上させるという二律背反
の課題があり、ご苦労なさったと思い
ますが。
依然として国の財政状況が厳しい

中で、社会保障全体の予算と三報

複合的なニーズも含め、すべてのニ
ーズに応えられるようにサービスの
提供体制を構築する必要がありま
す。たとえば、高齢の方が病気にな
って入院し、医療的な処置を受けて
回復。リハビリとともに在宅生活に
戻って介護を受けるというように状
況が変化していくわけです。その状
況に合わせてニーズを汲み取り、地
域にある医療や介護などのサービス
資源を総合的に展開して一人ひとり
をサポートしていく。どこに住んでい
ても適切な医療・介護を安心して受
けられる「地域包括ケアシステム」や
「地域共生社会」のめざすところで
す。今回の報酬改定はその実現のた
めに行うものです。

酬同時改定の財源確保を共に成り
立たせなければならない点には、相
当に気を遣いました。特に、医療も
介護もしっかりした改定を行うには、
やはり財源確保が大事です。今回は、
診療報酬、介護報酬共に前回を上
回る本体改定率を実現できました。
合わせて、今回は薬価制度を抜

本的に見直しました。薬価制度をこ
れほど体系的・網羅的に見直したの
は初めてといってもいいのではない
かと思っています。革新的新薬の創
出といったイノベーションの推進と
公的医療保険の持続可能性の両立
を図ること、長期収載品依存からの

脱却を後押しすることなど、中長期
的な観点に立って、国民の支持をい
ただける改革になったのではないか
と考えています。
――懸命に経営努力をしている病院
からは「本体報酬を上げてくれて助か
る」というだけでなく、大きな改善に
つながるとの声も聞こえてきます。
入院医療については、評価体系

の抜本的な再編・統合を行いまし

――診療報酬改定では、そのような
目標もあって、医療・介護の提供体制
の構築と相当に連動する形で改定が
行われていると思われますがいかがで
しょうか。

新しい医療計画や介護保険事業
計画が、それぞれ2018年４月から
各地でスタートします。18年改定も、
それと連動して一斉に動き出します。
計画と報酬はいわば車の両輪であ
り、連携して地域で医療や介護が
必要な人を支えることになります。
今回の改定は、組織的にも連携
を密にしていて、保険局、医政局、
老健局の３局で早くから協議を重ね

2025年問題に向けた
最後のトリプル改定

厚生労働省保険局長

鈴木 俊彦さん

社会保障を通じてあらゆる人 を々
サポートする社会をめざして

団塊の世代がすべて後期高齢者となる2025年に向かって最後となる
診療報酬・介護報酬・障害者福祉サービス等報酬のトリプル改定がついに決着。
地域包括ケアシステムや地域共生社会の実現のため、困難な改定作業に挑んだ
厚生労働省の立役者に、今次改定に込められた思いを語ってもらう。

すずき・としひこ
1983年、東京大学法学部卒業、厚生省入省。
厚生労働省大臣官房会計課長、同省大臣官
房審議官、社会・援護局長、年金局長などを
歴任し、2017年から現職。今回の「トリプル
報酬改定」の厚労省におけるキーマンの一人。

「充実した改定」へ向けて



06 07季刊 solasto Spring 2018 季刊 solasto Spring 2018

東
京
医
科
歯
科
大
学
大
学
院
教
授

川
渕 

孝
一

株
式
会
社
ソ
ラ
ス
ト
専
務
執
行
役
員

医
療
事
業
本
部
長

玉
井 

真
澄

公
益
社
団
法
人
全
日
本
病
院
協
会
会
長
・

医
療
法
人
財
団
寿
康
会
理
事
長

猪
口 

雄
二

2018年度診療報酬・
介護報酬同時改定

特別鼎談とポイント解説

特集

今春は、診療報酬と介護報酬の同時改定のほか、社会保障制度改革などさまざまな制度改正が実
行された。いずれも次期改定や2025年問題など「これから」を見据えた動きとなっている。今特集で
は有識者による鼎談を実施し、今次改定の捉えかたを議論してもらったほか、診療報酬改定の大きな
柱である入院基本料の評価体系について解説した。

た。診療報酬点数の上で、いわゆる
７対１と10対１の間の乖離が大きく、
地域のニーズに合わせた弾力的な
移行が進まないといった課題が指
摘されていたものを見直し、一般病
棟入院基本料等について、職員配
置等による評価である基本部分と、
患者の重症度等に応じた評価であ
る実績部分との組合せによる評価
体系に再編・統合しました。今後高
齢化が進展する中で、当然、医療ニ
ーズも変化します。たとえば、医療
資源量を多く必要とする急性期医
療のニーズは減り、逆に慢性期医療
のニーズは増加する。今般の見直し
によって、地域で求められている入
院医療とのギャップに悩んでいた病
院の方々などは、地域のニーズによ
り即応した病床等の組立てができる
ようになると考えています。

――今後は、在宅など地域にいて支
援していく患者さんが多くなると思い
ます。それに対しての目配りも今回の
改定の目玉だと思いますが、いかがで
しょう。
地域の医療・介護ニーズが変化
し、提供体制においても機能分化
が進む中、在宅医療を利用する人の
見込みが2025年には100万人を超
えるという予測もあります。地域の
受け皿が必要になりますが、特に大
切なのは地域の「かかりつけ医」で
す。かかりつけ医については「なんで
も相談できるうえ、最新の医療情報
を熟知して、必要なときには専門医、
専門医療機関を紹介でき、身近で
頼りになる地域医療、保健、福祉を
担う総合的な能力を有する医師」と
いう定義が、すでに医療関係団体か
ら示されています。これからは、どの

ようにこの姿を実現していくかが課
題になります。今回の改定で「かか
りつけ医機能の強化」を明確に打ち
出したことは、地域で目に見える形
でかかりつけ医を推進していくとい
うメッセージになるのではないかと
思っています。
――医療と介護との連携、それぞれ
の多職種連携や協働を促す形での改
定も行われていますね。
今後、人口減少が進み医療・介護
の担い手確保が大きな課題になっ
ていくなかで、一定の資源の投入量
で、今まで以上の効果が出るように
しなければなりません。そうした意
味での生産性向上を図る上でも、医
療と介護の連携や多職種の連携が
鍵です。今回の改定でも、たとえば、
主治医とケアマネジャーが情報面で
連携するように加算を強化するな
ど、必要な後押しを行いました。ま
た、医療と介護の連携の重要なテー
マの一つが、「看取り」です。基本的
にはすべての方が、自分の望むとこ
ろで最期を迎えられるという姿を目
指して、医療・介護を通じた様々な
目配りを行いました。

――患者さんがどのように情報を受
け取り、どのように受診するかという
ことも大切だと思います。
良い医療は患者と提供者双方に
適切な選択と行動を行っていただく
ことで成り立つものだと考えていま
す。患者・国民が適切な選択と行動
を行う上では、地域にある病院・診
療所などが、どのような機能を持っ
ているかといった点の「見える化」
を進める必要があります。
ネットにあふれる情報も含めてど
のように情報を整理し、国民により

良い形で提供していくか、一層の議
論が必要です。医療提供者と患者さ
んが共通の土俵で議論する場を充
実していくことも必要ですし、行政
としても、議論の素材を提供してい
く必要を感じています。
――今回、診療報酬には「オンライン
診療料」など遠隔診療についての報酬
が新設されましたが、新しい技術に対
しては、今後はどうなるでしょうか。
遠隔診療に関しては、「どんどん
推進すべし」という意見と「行き過
ぎないように」という意見の両方が
あります。今回は中医協などで議論
を尽くしていただき、まずは安全に、
安心して活用していただけるように
という観点から、オンライン診療料
の創設などを行いました。今後は、
国民の利便性と医療の安全性、保
険診療としての適切性といった視点
で検証しつつ、進展を図っていくべ
きだと捉えています。
――最後に、今後の医療保険はどう
あるべきかを伺いたいと思います。
我が国では、国民皆保険の下、誰
でも安心して必要な医療・介護を受
けられます。この点に対する国民の
支持は、非常に厚いものがありま
す。そうした中で今後は、革新的新
薬や遺伝子治療、ICTなど技術進
歩の成果を医療の世界でどのように
適切に普及していくかが、焦点の一
つになると考えています。どの技術
をどのように普及していくか、保険
制度はそのバランスを調整する仕組
みでもあります。公的医療保険は国
民の共助で成り立っているものです
から、何をどのように保険適用して
いくのかという新しい基準について
は、国民的な議論の中から生み出す
必要があると思います。そうした議
論を踏まえながら、さらなる改革に
つなげたいですね。

地域に根差した
かかりつけ医の確立を

医療・介護についての
国民的な議論が必要



―― 本日は大変ご多用のところ、ご参加いただき、誠に
ありがとうございます。2018年度の診療報酬・介護報
酬同時改定について、皆さんにご議論いただきたいと
思います。まず、今回の改定についてどう評価されてい
ますか。
川渕　ひと言で言えば、「予測不能な基礎工事」でしょう

か。 今回の改定では、
今後の医療・介護制度
の抜本的な改革をにら
んで、かなり踏み込んだ
制度設計が導入されま
した。しかし、その一方
で、合意形成が難航し、
何とか政治決着を図ろ
うとしたため、多くの経
過措置がつきました。

「実際にやってみなけれ
ばわからない」というの
が正直なところです。制
度改革に伴って、医療・
介護制度の全体的な手
直しもかなり必要にな
るはずなんですが、都
道府県の返戻も遅れた

増収分を診療報酬・介護報酬の財源に充てる可能性も考
えると、マイナスになるかどうかは、現時点では何とも言
えませんね。

―― 今回の改定では、制度改革が前進した側面もある
とのことですが、プラスの評価ができるのは、どのよう
なポイントなのかを教えていただけますか。
玉井　私どもの会社にとって診療報酬改定はビジネスチ
ャンスの拡大というプラスの側面と作業が増加するとい
うマイナスの側面があります。特に今回の改定ではレセプ
ト制度の改革に関心を持っています。摘要欄へのフリー
テキスト記載を選択制にするとか添付書類を廃止する部
分とか、事務の効率化は大幅に生産性を上げることに繋
がります。また、社会保険診療報酬支払基金改革では
2022年度までにレセプト審査の90％で目視点検を廃止
するそうです。支払基金の審査システムは、一般にも公
開されると言及されていましたが、本当に実現するのでし
ょうか。
川渕　そこは、小生が途中からコミットした規制改革の
大きなポイントです。診療報酬体系があいまいなため、
都道府県別のローカル算定ルールがあったりするので、
算定の中身がブラックボックスになってしまっている。そ
れをICTで「見える化」すると、審査・医療経営の効率化
に大きく貢献するのではないかと思います。
猪口　レセプト審査は、医療事務でもすごくコストがか
かっている部分なので、ICT導入のイニシャルコストはか
かっても、効率化できるのは喜ばしいですね。
―― 猪口先生は、今回の改定でどのようなポイントが
評価できるとお考えですか。
猪口　職員の配置基準の見直しですね。例えば、７対１
病床と10対１病床を再編・統合するため、診療実績も加
味する７段階の「急性期一般入院料」を新設しました。リ
ハビリなどの常勤職員の配置基準も緩和されました。職
員の配置はフリーハンドにして、病院の裁量に任せるとい
う布石ですね。これから若いスタッフは減る一方ですか
ら、医療経営の効率化に役立つでしょう。救急医療管理
加算のあり方についての議論はこれからですけれどね。
玉井　当社の取引先の病院は、７対１病床が約８割を占
めています。今回の改定によって、急性期一般入院料が

再構築されました。例
えば、急性期一般入院
料Ⅰ（７対１相当）から
急性期一般入院料Ⅱ

（10対１相当）にシフト
した場合、点数は30点
しか変わらないので、
人員の配置を見直すこ
とができれば収益の改
善が見込めると思いま
すが。
猪口　入院料Ⅱにする
のは、経営に対する病
院の考え方によると思
いますが、ただし、急
性期病院の場合、平均
在院日数が10日程度
で、相当数の手術をこなすとなると、入院料Ⅰ（7対1相
当）でないと病床が回らないケースが多いのではないで
しょうか。
玉井　また、これまでは一般病院で、７対１病床から地
域包括ケア病床に転換するケースも多かったですよね。
地域の基幹病院でも、同じようなことが起こるのでしょ
うか。
猪口　ありえますが、セーブしたいですね。とりわけ、公
的病院には、本来のミッションである急性期医療に専念
していただきたいです。地域によっては、地域医療構想
調整会議で相談して病床の必要量をコントロールしてい
るので、地域包括ケア病床には安易に移行できません。
川渕　一方で、東京はエリアが大きすぎて、地域医療構
想調整会議でコントロールできていないのが現状です。
猪口　東京は特殊エリアですから。23区と多摩地域を
分けるしかない。23区でも東西では状況が違っていて、
大規模病院は西部に集中しています。
玉井　病床転換を促すため、急性期病棟と療養病棟の
中間区分として、「地域一般入院基本料」も設けられまし
たよね。これは、どのような影響があるでしょうか。
猪口　地域一般入院基本料は、今回作られた名称です。
日本中各地域で高齢者の急性期医療のニーズが高まっ
ているので、それに対応するための新制度としては、評
価できるのではないでしょうか。受け皿がない地域では、

ため、本来、もっと早めに決めておくべき詳細が決まっ
ていない。医療機関も介護施設も、準備期間が短い中
でその対応に追われています。
猪口　「2025年問題」の解消に向けては、私たち医療
者側の意見も反映させ、制度改革へ大きく舵を切ったと
思います。ただし、予測不能という点では、私も川渕先生
と同感です。制度改革はまだ緒についたばかりなので、

「道半ば」というのが率直な感想です。新しい制度は、実
際に施行されてみなければわからないことが多いので、
今はまだ点数はつけられません。今回の改定は、変えた
部分が多すぎました。医療も介護も、制度の詳細がどの
ように変更されるのかがわからない状況です。
―― 改定の評価ですが、川渕先生のおっしゃる「予測不
能な基礎工事」とは、具体的にはどういうことでしょう
か。
川渕　制度を大幅に変えたのですが、その財源がついて
いないということです。つまり、制度改革という「基礎工
事」には着手したものの、財源不足で、上モノはすぐには
建てられないかもしれない。今回の診療報酬改定では、
本体部分が0.55％のプラス、薬価で1.74％のマイナス改
定だったわけですが、全体では大きな積み増しはない。
地域包括ケア病棟や歯科など一部で大きくプラスになっ
た点数もありますが、その分、ほかを削っていますから。
捻出した2400億円を薄く広く配分する格好となっていま
す。医療者にとって、本当にプラス改定と言えるかどうか
はわかりません。
猪口　確かに、財源の手当ては不透明ですが、消費税の
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診療報酬でも介護報酬でも、医療・介護の連携などが強調された2018年度改定。
同時改定を医療機関はどう捉え、何をしていくべきか、
猪口雄二氏、川渕孝一氏、玉井真澄氏の３名に議論していただいた。

猪口 雄二	 公益社団法人全日本病院協会会長・医療法人財団寿康会理事長
川渕 孝一	 東京医科歯科大学大学院教授

玉井 真澄	 株式会社ソラスト専務執行役員医療事業本部長

司会・進行	 編集部

財源の出所を含め
予測不能な報酬改定

医療経営の効率化につながる
レセプト改革や病床の再編・統合

川渕 孝一
かわぶち・こういち
1983年、一橋大学商学部商学科
卒業。87年、シカゴ大学経営大学
院修士課程（MBA取得）修了。89
年8月から厚生省国立医療・病院
管理研究所（現・国立保健医療科
学院）医療経済研究部勤務、経済
産業省研究所ファカルティフェロ
ー兼務などを経て、2000年から
現職。近著に『“見える化”医療経
済 学入 門 』（医歯 薬出 版 ）、
『2040年の薬局』（薬事日報社）

猪口 雄二
いのくち・ゆうじ
1979年、獨協医科大学卒業後、
同大リハビリテーション科臨床助
手などを経て86年、医療法人財
団寿康会寿康会病院副院長、87
年から同院理事長。2015年10月
より厚生労働省中央社会保険医
療協議会委員。17年6月より全日
本病院協会会長。日本病院団体
協議会診療報酬実務者会議委員
長、厚生労働省中央社会保険医
療協議会診療報酬調査専門組織
委員などを歴任。



いでしょうか。医療は市場のパイ自体が減るし、働き方
改革の影響もあって、医療の担い手も減る。経営効率化
を進めていけば、病床は余ってしまう。どんな病床に絞り
込むかを熟慮すべき時期が来るでしょう。

―― ある病院団体のトップも、「2025年以降、ピーク
オフになれば、病院をたたむという選択肢も出てくる
だろう」とおっしゃっていました。
猪口　実際に、西日本は高齢者の患者さんが減っている
ので、療養病棟も減っています。
川渕　首都圏でも、回復期リハビリ病床を静かにたたん
だ病院があります。
玉井　地域医療構想や新公立病院改革プランで病床の
再編が進みますが、高齢者が増えていくことによって、急
性期病床はダウンサイジングしていくのでしょうか。
川渕　そうでしょうね。高齢者医療に関して言うと、今
回の改定では、介護老人保健施設に激震が走りました。

「超強化型」を新設するなど報酬区分を３区分から５区
分に再編。在宅復帰機能を発揮すべく「その他」に思い
きった適正化を施しました。老健の制度改革はある意
味、原点回帰だったと思います。
猪口　そうですね。かなり形が変化しそうです。
玉井　介護療養病床に代わる介護施設「介護医療院」
も新設されました。今後、拡大していくでしょうか。
川渕　介護医療院は、すごく興味深い施設ですよね。日
本慢性期医療協会員の約50％は介護医療院に移行した
いと言っています。介護医療院は「在宅扱い」されるの

で、介護のあり方が大
きく変わるかもしれま
せん。猪口先生は、ど
うご覧になりますか。
猪口　介護医療院は、
ナーシングホームの医
療型のようなものでし
ょう。6年間の経過措
置もありますが、介護
医療院への転換を促進
する、 アメとムチの政
策なのでしょう。確か

うになったと感じています。
川渕　確かに、看護必要度を正確に計測することは大
切ですが、医療界ですぐにはコンセンサスが取れないと
見ています。そこで当局はレセプト情報で代替することを
思いついたのでしょうが、DPCに参加していない中堅病
院もたくさんありますから、問題はダブルスタンダードに
なったことで、どうやって補正するかです。
猪口　川渕先生にうかがいたいんですが、支払い額に
DPCと出来高払いに診療報酬の差は出るんでしょうか。
川渕　今の運用を見ていると、大きな差は出ないでしょ
う。結局、実質的に出来高払いに近づくのではないかと
思います。例えば高齢患者さんの場合、普段は慢性期で
安定していても急性増悪するかもしれない。高額な抗が
ん剤もどんどんDPCの対象外にしている。さらに急性期
と慢性期を的確に仕分けるのは難しいので、最後はエピ
ソード払いで落ち着くのではないか。
猪口　前回改定で救急医療管理加算で診療報酬を引き
上げたから、救急医療は全国的に取り合いになっている
ようですね。
川渕　東京でもそうでしょうか。以前救急医療の見える
化を試みたところ、受診困難事例が散見されました。
猪口　努力して、救急を引き受けているみたいですよ。た
だし、地方は救急を引き受けるのは、難しくなっているん
じゃないでしょうか。地方はもともとマンパワーがないの
で、医師の働き方改革で労働時間を減らすと、途端に地
域医療が成り立たなくなってしまう。実際に、土日の救急
受け入れを止める地方の病院も増えているようです。もっ
とソフトランディングできる方法を、模索したほうがいい
でしょう。
川渕　今回の改
定で、病院間の経
営力競争には、ま
すます拍車がかか
りそうです。猪口
先生、どうやって
病院をマネジメン
トしていったらい
いんでしょうか。
猪口　経営の選
択と集中を進める
しかないのではな

に、「介護医療院に転換したい」という病院は多いです
ね。ただし、介護保険でも、介護医療院にあまり触れて
いない。今はまだ制度の詳細内容が不明なので、様子見
の段階ですね。
川渕　今回の改定は、都道府県への通知が遅くなり現
時点でも詳細がわからないところが多いですよね。
猪口　役所のほうからは、これから五月雨式に通知が出
されるようなので、４月からの施行は難しい。実施には２
～３カ月かかるでしょう。運用状況を見ながら、制度を手
直ししていくことになるでしょう。中央社会保険医療協議
会も頻回に開催される予定です。エビデンスを明確にし
ないといけませんから。
川渕　それにしてもこれからの財源確保は、どうするの
でしょうか。このまま薬価頼みを続けていると、10年ぐら
いで、財源が底を尽くかと思います。一年半後の消費税
率の引き上げも病院経営にはマイナスに影響するかもし
れない。もっとも、統計データによると、病院の倒産は
最近、それほど増えていないみたいですね。
猪口　病院を閉鎖したりすると、患者さんへの悪影響が
大きいので、直接的な倒産は少ないんです。しかし、経営
者が交代するといった、病院の実質的なＭ＆Ａは激増し
ています。医療経営の効率化は、もっと進めないといけ
ないんです。
川渕　病院のＭ＆Ａもスムーズにできるといいのでしょ
うが、現実にはなかなか難しい。意味不明の地域医療連
携推進法人の認定もあまり進んでいませんよね。
猪口　今回の診療報酬改定では、医師事務作業補助体
制加算の引き上げがありましたが、医師が事務処理に煩
わされず、もっと本来の医療に注力できるような体制に
するべきです。そうしないと、病院の効率的な運営もでき
ないでしょう。今後は、病院も経営マネジメントを担える
ような事務職の育成が急務になりますね。
玉井　2008年に導入された医師事務作業補助体制加
算は改定のたびに拡大強化がはかられています。私ども
はドクターズオフィスワーク講座を開講し医師事務作業
補助者の養成とその派遣業務を展開しています。今後も
強いニーズがあると考えられますので、良質な医師事務
作業補助者を医療機関に提供していきたいと考えていま
す。
―― 幅広いご議論をいただけたと思います。本日は誠
にありがとうございました。

７対１病床ではない病院でも、急性期医療を手がけてい
るのが実情なんですね。地方では人口が減って、高齢者
が増えるので、急性期医療のニーズは全体としては減っ
ていくでしょう。医療の高度化には、スキルやノウハウが
蓄積され、設備も人材も揃っている大規模病院が対応す
べきですが、それは一部の病院でいい。将来的には、一
般的な入院は地域包括ケア病棟が中心になると思いま
す。

―― 看護必要度の評価制度もだいぶ変わりました。
猪口　「重症度、医療・看護必要度」（以下、看護必要
度）の診療実績データは現状のものと、DPCデータを用
いたものとの選択制となった点が大きいですね。認知症
の高齢者が増えているので、そこを評価した面もありま
す。ただし、看護必要度は看護職の事務負担が重かった
りするので、診療実績データのほうが実際には活用され
るでしょう。
―― 医療の ICTシステムも、今回の改定に対応して、
バージョンアップが必要ですよね。
玉井　当社では病院経営をサポートするため、種々のＩ
ＣＴサービスを提供しています。今回の改定では、医療

機関の生産性向上の
ためにＥＦファイルか
ら自動的に看護必要
度を出すサービスを行
います。看護必要度を
ＥＦファイルで測れる
ことになったのはわが
社にとってはビジネス
チャンスですが、リス
クもあります。例えば、
データに誤りがあっ
て、 重症患者の割合
が減少し区分が変わ
ってしまったら、診療
報酬に大きな差が出
てしまいます。診療デ
ータ入力では、より高
い精度が求められるよ
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変わる高齢者医療のあり方
介護が担う役割が変わる可能性も

経営効率化のためには
病床選択の熟慮が必要
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特集	 2018 年度診療報酬・介護報酬同時改定
	 特別鼎談とポイント解説

2018年度は、診療報酬と介護報酬の同時改定にとど
まらず、さまざまな社会保障制度改革にかかわる制度改
正が集中することとなった。具体的には、▽第７次医療
計画の開始、▽第７期介護保険事業（支援）計画の開
始、▽国民健康保険財政の都道府県単位化、▽第三期
医療費適正化計画の開始などが挙げられる。これを「惑
星直列」などと称する向きもあるほどで、2025年に向け
て進められている地域包括ケアシステム構築における最
後の「一里塚」と言えるだろう。

2018年度診療報酬改定は、こうした背景のもとで実
施された。改定率は、全体でマイナス1.19％。薬価等（薬
価・材料価格）がマイナス1.74％だったのに対し、本体は
プラス0.55％と、前回16年度改定の改定率（プラス0.49
％）をかろうじて上回った。本体の内訳は、医科がプラス
0.63％、歯科がプラス0.69％、調剤はプラス0.19％。

改定の基本方針は、①地域包括ケアシステムの構築と
医療機能の分化・強化、連携の推進（重点課題）、②新
しいニーズにも対応でき、安心・安全で納得できる質の
高い医療の実現・充実、③医療従事者の負担軽減、働き
方改革の推進、④効率化・適正化を通じた制度の安定
性・持続可能性の強化――の４項目を挙げている。

入院基本料等については、報酬の体系を転換する大き
な改定となった。

現行の入院基本料は、ホスピタルフィーやドクターフィ
ー、看護料などをひとまとめとして包括的に評価される
仕組み。その区分は、看護職の配置が基準とされてき
た。これに対して18年度改定では、入院医療の基本的
な診療に係る評価である「基本部分」を設定。看護職の
配置などを基準とした。これに、診療実績に応じた段階
的な評価である「実績部分」を積み上げる「二階建て」
の評価体系とした（図表）。

従来の15対１と同じ960点とされた。
地域包括ケア病棟入院料

基本部分は13対１で、これに在宅復帰率や病室環境
などで評価を積み増したうえで、「自宅等から緊急入院
の受入実績」「在宅医療の提供実績」「介護サービスの
提供や連携（200床未満の病院に限る）」などの「地域
包括ケアに関する実績部分」の評価を加え、４段階の報
酬体系とした。

新たな地域包括ケア病棟入院料１は、現行の同入院料
１の2558点を80点上回る2738点となった。一方、最も
点数の低い同入院料４は、従来の入院料２を20点下回
る2038点とされた。
回復期リハビリテーション病棟入院料

リハビリテーション充実加算を廃止して入院料に繰り
入れ、６段階の評価体系に見直した。基本部分は看護配
置15対１で、PT2人、ＯT1人以上を配置する。新入院料
１、２では現行の入院料１相当の体制と実績が求められ
る。実績部分については、充実加算の要件だった実績指
数（１日あたりのFIM得点の増加を示す指数）を組み入
れる。

急性期一般入院基本料

急性期一般入院基本料は、従来の７対１、10対１入院
基本料を統合・再編したものと位置づけられる。基本部
分は、「看護配置10対１以上」「平均在院日数21日以
内」「データ提出加算の届け出」などが施設基準となる。

実績部分は基本的に「重症度、医療・看護必要度」の
基準該当患者割合で、７段階に区分される。最も点数の
高い急性期一般入院料１は、看護配置7対１以上、平均
在院日数18日以内としたうえ、「重症度、医療・看護必
要度Ⅰ」の該当患者割合が30％以上で、１日当たりの点
数は従来の7対1と同じ1591点となった。

急性期一般病棟入院料２、３は、従来の10対１入院
基本料と７対１入院基本料の中間の段階的評価と位置
づけられており、「重症度、医療・看護必要度Ⅰ」の基準
該当患者割合は同２が29％、同３が28％。ただし、200
床以上の病院の場合は「重症度、医療・看護必要度Ⅱ」
での届け出のみとなり、基準該当患者割合はそれぞれ24
％、23％となる。

同入院料４から７は、現行の10対１に加算等の点数が
加わったイメージ。このため、同入院料４～７から同入院
料２、３に直接移行することはできないとされた。点数
設定は、最も低い同入院料７が、従来の10対１（加算な
し）と同じ1332点。同入院料４が、10対１に看護必要度
加算１（55点）を加えた点数と同じ1387点とされた。
地域一般入院基本料

地域一般入院基本料は、現行の13対１、15対１入院
基本料を再編したもの。基本部分は現行の15対１相当。
実績部分では４段階の報酬を設けており、入院料１、２
では看護配置13対１をはじめ現行の13対１入院基本料
相当の実績が必要となる。さらに入院料１については、
重症度、医療・看護必要度の測定を継続的に行い、その
結果に基づき評価することが求められる。

最も高い評価の地域一般入院料１は1126点、同入院
料２が従来の13対１と同じとなる1121点、同入院料３は、

新たな回復期リハビリテーション病棟入院料１は、現
行の同入院料１に充実加算を加えた2065点を20点上回
る2085点の評価となった。一方、最も点数の低い新入院
料６は、従来の入院料３を10点下回る1647点とされた。
療養病棟入院基本料

現行の療養病棟入院基本料（20対１、25対１）を再
編・統合し、療養病棟入院料１、２の２段階で評価する。
基本部分は看護配置20対１で、実績部分を医療区分２・
３の該当患者割合に応じた評価とする。

また、従来の療養病棟入院基本料２については、医療
法上の人員配置標準の経過措置の見直し方針を踏まえ、
療養病棟入院料の経過措置１と位置付ける。さらに、25 
対１看護職員配置の要件または医療区分２・３の該当患
者割合が５割を満たせない場合の従来の経過措置は、
新たな経過措置２と位置づけるとした。これらの経過措
置の期限は２年間。

点数設定は、同入院料１は旧入院基本料１と基本的
に変わらない。また、同入院料２は、看護配置を20対１と
したうえで、「医療区分２、３の患者割合」を50％以上と
し、点数は旧入院基本料２を引き継ぐ形となった。

図表 新たな入院医療の評価体系と主な機能（イメージ）

看護職員配置
（10対1）

＋

看護職員配置
（15対1）

＋

一般病棟入院基本料
（13対1、15対1）等を再編・統合

一般病棟入院基本料
（7対1、10対1）を再編・統合

療養病棟入院基本料
（20対1、25対1）を再編・統合

一般病棟入院基本料
（13対1、15対1）等を再編・統合

平均在院日数

平均在院日数

現行の
7対1相当の
要件を適用医療区分2・3

の患者割合

現行の
13対1相当の
要件を適用

経過措置1
（25対1以上、かつ、
20対1未満又は50％未満）

経過措置2
（25対1未満）

7対1

13対1

療養病棟入院基本料
対1、25対1）を再編・統合、25対1）を再編・統合

急性期の患者割合

＋

13

看護職員配置
（20対1）

＋

15％

80％

50％

21％
27％

30％

（28％）
（29％）

地域包括ケア病棟入院料
（特定入院料、包括評価）

回復期リハビリテーション
病棟入院料
（特定入院料、包括評価）

自宅等
からの
受入実績等

リハビリによる
機能回復の
実績等

急性期医療急性期医療～長期療養長期療養

回復期
リハ

地域包括
ケア

※ 特定機能病院、専門病院、精神病棟、結核病棟、障害者施設等、その他の特定入院料等については、特定の機能や対象患者を想定した入院料のため、上記には含めていない。

地域包括ケアシステム構築最後の一里塚
変わる入院基本料をどう読み解く？

概論
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診療実績を評価する
「二階建て」の評価体系



秋山さんの取り組み

1992年から東京・新宿で訪問看護師
として、がん患者の在宅ホスピスをはじ
めとする、地域の在宅医療を支えてきた
秋山正子さん。2008年に行われたある
シンポジウムで、がん患者や家族が気軽
に足を運んで自分の思いや悩みを打ち
明けられる、イギリスの「マギーズセンタ
ー」の存在を知り、「日本にも患者や家
族を病院以外の場所で、１人の人間とし
て多面的に支える相談の場が必要と感
じた」と話す。

その思いを最初に形にしたのが、新宿
区内にある高齢化率50％を越える公営
団地に開設した「暮らしの保健室」であ
る。看護師や心理士などが常駐し、地域
住民のがん相談をはじめ、健康や介護
の悩みにも幅広く対応し、“敷居の低い
よろず相談所”として地域を支えてい
る。住民の相談所としてスタートした

「暮らしの保健室」だが、その機能は多
様化しながら発展しており、現在は、医
療や介護、福祉関係の職種が定期的に

も少なくないだろう。
「ですから、職種の垣根を越えて、ざっ
くばらんに討論できる場に日頃から参
加し、他の職種とのコミュニケーション
に慣れておくことが大切なのです。『暮
らしの保健室』で行っている勉強会は、
多職種と意見交換をする練習の場にも
なっていると思います」と、秋山さんは
語る。

医療と介護の連携がうまくいかない
と、どのような問題が起こるのか。たと
えば、介護サービスを利用していた人の
状態が変化し、医療ニーズが高まったと
きには、介護職から訪問看護師などに
気軽に相談できるような関係ができて
いないと、利用者本人が不利益を被るこ
とになる。
「最近の勉強会で、要介護３と判定さ
れた利用者に対し、ケアマネジャーが、
介護に疲れていた家族のためにデイサー
ビスのみを毎日入れるケアプランを立
て、その結果、利用者は毎日外出するこ
とになり、身体症状が悪化した事例が報
告されました。看護師は要介護３を“何
らかの医療ニーズが必要な状態”と判断
しますが、介護側には見えにくいニーズ
でわかりづらいのです。ケアマネジャー
のなかにも経験の浅い人がいますから、
１人で判断するのではなく、医療職も含
め多職種に相談すべきです」と、秋山さ
んは指摘する。

その一方で、「医療側は介護職が歩み
寄ってくるのを待つだけでなく、自らも

集まってケース勉強会を行う “連携の
場”にもなっている。
「在宅高齢者を支えるには、医療と介
護の連携は不可欠」と強調する秋山さ
ん。「最近はしきりに“多職種連携”の重
要性が叫ばれ、サービス担当者会議や
地域ケア会議などで多職種が顔を合わ
せる機会が増えました。しかし、そこで
お互いが顔見知りになっただけでは“連
携”はできません。医療・介護の現場で

介護職の職能を尊重し、そこから学ぶ努
力をすべき」とも言う。医療職と介護職
がフラットな関係にならないと、本当の
意味での“連携”はできない。「なぜ“連
携”が必要なのか。その最終目的は利用
者や患者のＱＯＬを向上させることであ
り、その共通目標を全職種が認識し、目
標達成のために、それぞれができること
を担うべきなのです」と、秋山さんは強
調する。

2016年10月、秋山さんは仲間の協力
を得て、本場の「マギーズセンター」の正
式な承認を得た、日本初の「マギーズ東
京センター」を開設した。これまでに、が
ん患者や家族、患者に関わる専門職な
ど8000人以上が相談に訪れた。予約
不要で時間制限もなく利用でき、自分の
身元を明かす必要もない。話したくなけ
れば話す必要もなく、お茶を飲んでくつ
ろぐだけでもいい場所だ。

秋山さんは「いろいろな思いを抱えて
訪れる人たちに私たちがすることは、一
緒に座ってただ話を聞くことだけ。こち
らから解決策を差し出すことは一切しま
せん。皆さん、自分の思いを話していく
うちに、自分がどうしたいのか、どうした

らいいのかに自分で気づいて納得し、帰
って行かれます」と語る。“聞く姿勢”に
徹すると、相手は自然と話し出す。そし
て、人に話すことで自分の考えが整理さ
れ、次のステップを踏み出せるようにな
る。
「多職種連携でも大切なのは“聞く姿
勢”です。相手の話を聞くということは、
その人を尊重しているということ。他の
職種の人たちの言葉に耳を傾ける努力
が必要です。そうした努力の積み重ねが
結果として“連携”や“協働”につながる
のではないでしょうか」

も、医師から看護師へ、看護師から介護
職へと指示を伝えるだけの関係は“連
携”とはいえないでしょう」

医療・介護に関わる職種はすべて専門
職である。各職種が知識や情報を提供
し合ったり、それぞれの視点に立って意
見を出し合ったりするには、抵抗なくで
きる関係づくりが求められる。しかし、
いきなり現場で異なる職種を相手に意
見を発することには、躊躇してしまう人

東京都江東区豊洲6-4-18
TEL 03-3520-9913　FAX 03-3520-9914
http://maggiestokyo.org/
開館時間：月曜〜金曜10:00 〜 16:00（土日祝休）
がんになった人とその家族や友人などの相談にのるほか、
情報提供を行っている。活動に賛同する個人や法人の寄付
で運営され、無料で利用することができる。

認定NPO法人マギーズ東京

訪問看護師の草分け的存在として、東
京・新宿を中心に、医療・介護連携を
図りながら地域住民の暮らしを支えて
きた秋山正子さん。「連携はチームの
真ん中にいる利用者のためのもの」と
し、「多職種連携には共通の目標をも
つことが大切」と唱える。秋山さんに、
多職種が“協働”できる関係性を築く
うえでの課題や、各職種に必要とされ
る姿勢について聞いた。

“聞く姿勢”をもつことで
相手との距離が縮まる

何のための“連携”なのか
目的を見失わないことが大切

自由に意見が言える関係を
いかにつくるかがカギ

木をふんだんに使ったマギーズ東京は、
訪れる人がほっとする雰囲気

医療依存度の高い人も受け入れる
坂町ミモザの家

地域の人々が医療や介護の相談を気軽
に持ちかけられる場として、「暮らしの保
健室」（東京都新宿区）を開設。看護師、
薬剤師、心理士などが住民の健康不安
や介護の困りごとの相談などに応じてい
る。在宅医療や病気予防をテーマにした
公開講座や、ボランティアによるレクリ
エーション、医療職や介護職によるケー
ス勉強会なども行われている。

東京都新宿区に、看護小規模多機能型
居宅介護「坂町ミモザの家」を開設。運営
は、同区の地域医療を支えている白十字
訪問看護ステーションが担っている。通
いサービス、宿泊サービス、訪問看護・介
護サービスを一手に引き受け、地域の在
宅高齢者の多様なニーズに対する受け皿
のひとつとなっている。

がん患者が自分を取り戻すための空間と
して、１９９６年にイギリスで創設された

「マギーズセンター」の正式な承認を得た
「マギーズ東京」（東京都江東区）をオー
プン。がん患者だけでなく、家族や友人も
気軽に訪れて、看護師や心理士に相談し
たり、情報を得たりすることができる場
となっている。

2011年

2015年

2016年
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あきやま・まさこ
1973年、聖路加看護大学卒業。2001年、
有限会社ケアーズを設立し、代表取締役
に就任。11年、「暮らしの保健室」を開設。
16年、日本初のがん相談施設「マギーズ
東京センター」を設立し、初代センター長
に就任。現在、白十字訪問看護ステーショ
ン統括所長、ＮＰＯ白十字在宅ボランティ
アの会理事長。

撮影：羽切利夫　取材・文：石原順子



という声が挙がったので、スタッフ

がテレビゲーム機を持ってきたとこ

ろ、とても喜ばれました」

もちろん、業務の質の向上にも余

念がない。「未経験の新人もベテラン

も、現場では同じレベルでの対応が必

須。定期的に勉強会などを開催し、皆

で切磋琢磨しています」と、近藤さん

は強調する。

「ケアホーム渋谷本町」が注力して

いるのが、入居者のQOL向上への取

り組みだ。具体的には、大きく２つ。

ひとつは行事への参加で、地元出身

の入居者も多く、地域とのつながり

を重視している。町内会にも顔を出

すほか、区内で行われる祭りや運動

会などにも積極的に出かけている。

「施設内では、誕生会や季節の催し

に加えて、知り合いの吉本興業の芸

人さんにボランティアで漫才をやっ

てもらうこともあります。『もう一度

来てほしい』など、入居者さんからの

希望もいろいろと頂戴します」

もうひとつの取り組みは、リハビ

リ体操だ。PT監修のオリジナルの体

操プログラムを作成し、定期的に実

施。通常の高齢者向けの体操に比べ

て少し運動量が多いため、体操の後

の風呂がすごく気持ちいい、と好評

だという。

これらの取り組みは、入居者が自

室に引きこもらないための工夫でも

ケアハウスでは、食事の調理と配

膳、清掃、見守りなどが主な業務とな

る。現在９人いるスタッフは、男性が

３人で女性が６人。年齢は、男性が全

員30代で、女性は20代が３人、40代

が２人、80代が１人となっている。

年齢に関係なく、やる気のある人に

働いてもらう方針だ。

「未経験でも入職しやすく、経験を

積みやすいです。無資格で入職した

のち、勉強をしてキャリアアップを

めざす人も少なくありません。ベテ

ランのスタッフもいるので、育ちや

すい環境にあると思います」と、近藤

さんは説明する。実際、非常勤職員と

して働きながら学校に通ったり、芸

能活動を並行して行う“ダブルワー

ク”のスタッフも多い。

「PT（理学療法士）をめざす学生さん

もいました。通学と通勤が両立するの

は都市型のメリットだと思います」

そのため、勤務シフトを曜日ごと

に固定することも可能にするなど、

柔軟に対応している。こうしたスタ

ッフの施設外での活動を、他のスタ

ッフや入居者も理解し、応援してい

るという。施設の仕事のためにプラ

イベートを犠牲にしてほしくない、

お互いにフォローしていこう、とい

うスタッフ共通の認識が働きやすさ

につながっている。

スタッフが仕事以外にもプライベ

ートを充実させている姿に刺激を受

けている入居者も少なくないようだ。

「入居後、漢字検定を受験したり、若

いスタッフから勧められたマンガを

読み始める方などもいます。『孫と遊

びたいから』『カラオケをやりたい』

「ケアホーム渋谷本町」は、京王新
線初台駅から程近い閑静な住宅街
に立地する都市型軽費老人ホーム
（ケアハウス）だ。渋谷区のコミュニ
ティバス「ハチ公バス」の停留所も
近く、新宿や渋谷など繁華街への外
出に便利な場所にある。
現在、入居者は定員の20人で、男
性が９人、女性が11人。年齢は64歳
から93歳と幅広い。「自立型」の施
設なので食事の提供や安否確認、生
活相談などのサービスが基本で、ス
タッフによる直接的なケアはほぼな
く、介護サービスを受ける際は、外
部の介護事業所を利用
している人が多い。同施
設の入居者の要介護度
は要支援１～２程度が多
く、その多くが通所リハ
ビリやデイサービスに
通っている。

また、「都市型」のため、利用でき
るのは渋谷区に２年以上住民票があ
る人のみ。ある程度は身の回りのこ
とがこなせるものの、一人暮らしに
不安を抱えていたり、年齢的にアパ
ートなど借家の更新が難しい人が入
居を希望するケースが多いという。
「高齢者施設というと簡単に出入
りできないイメージがありますが、
ケアホーム渋谷本町はほぼ外出自
由。お酒を飲むのもよし、昔の友達
のところに外泊してもよし。家族の
面会も予約不要です。交通の便がよ
いので家族も訪れやすいようで、実
際、面会もかなり多いほうだと感じ
ています」と、施設長の近藤勇樹さ
んは話す。

ある。今後は、施設の近くにある区営

の温水プールの活用なども考えてい

る。「渋谷区民は格安で利用できるの

で、体操プログラムを組み入れようか

検討中です。これにより、『どんな水

着を買おうか』といった意欲も高めら

れるのではないか、と期待していま

す」と、近藤さんは力強く話す。

施設のオープ
ンからお世話に
なっています。一人暮らしが不安に
なり、でも住み慣れた渋谷区から
離れたくないと思っていたところ、
娘が見つけてくれました。入居者
さんは、ここで初めて会った人ば
かりですが、この２年でだんだん
と家族のようになりつつあります。
皆を温かい雰囲気に包み込み、快
適に過ごせるのは、きめ細やかに
気遣ってくれる職員さんたちのお
かげ。私も書道に、絵手紙に、陶
芸に、そして週２回のデイサービ
スにと、忙しくも楽しい生活を満
喫しています。リハビリを頑張り、
外出を実現させたいですね。

出入り自由の
風通しの良い施設

施設長

近
こんどう

藤 勇
ゆ う き

樹さん

スタッフのダブルワークを
同僚と入居者が応援

入居者のQOL向上に向け
独自の体操プログラムを作成

利用者の声

都市型軽費老人ホーム

ケアホーム
渋谷本町
（東京都渋谷区）

「都市型」のメリットを活用
アクティブな入居者と
スタッフが織り成す一体感

（左）料理はすべて手づくり。誕生日会のケーキももちろん
職員がつくる　（右）職員がイベントを盛り上げる

内
ない

藤
とう

 禮
れい

子
こ

さん
（80歳）

（左上）職員の仲の良さは折り紙つき。80代
の職員も！　（右上）オリジナルの体操は、
「心地よい汗をかける」と大人気　（下）夏祭
りでは、浴衣姿の職員に入居者も喜ぶ

設立 2015年7月
所在地 東京都渋谷区本町4-35-8
TEL 03-6300-5825
FAX 03-6300-5875
スタッフ数      ９名（常勤３名、非常勤６名）
提供サービス 都市型軽費老人ホーム

（上）ケアホーム渋谷本町の外観
（下）職員のやさしい笑顔が、入居者の笑顔
をさらに引き出す
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╲あしたを元気に！／
ソラスト施設

訪問記



大学では教員を目指し勉強していま
した。実は、バレーボールをずっとやっ
てきたので、バレーボール部の顧問に
なりたいと思っていたんです。ところ
が、教育実習で介護の世界に触れたこ
とで考えが変わりました。“おじいちゃ
ん子”でお年寄りが好きだったこともあ
り、介護の現場が楽しく、魅力を感じた
わけです。そこで、大学卒業後、家族の
介護の手伝いなどを経て自宅から近い、
オープンして間もないケアホーム渋谷
本町に入職しました。
実際に働いてみると、初任者研修など
の座学では漠然としか理解していなか
ったことが、はっきりと理解できるよ
うになりました。最も重く受け止めた
のは、現状維持の難しさです。入居者の
皆さんには、これからも今の状態と変
わらない生活を送ってほしい、要介護

状態にならないようにサポートしてい
きたい。そのためには、日々のちょっと
した変化を見逃さないことが大切です。
ですから、入居者さん一人ひとりとコ
ミュニケーションをとりながら、わず
かな変化でも気づけるよう心がけてい
ます。簡単なように見えて、すごく大事
なことだと思っています。

ケアホーム渋谷本町は、入居者さんと
の距離感が近いのが魅力です。入居者さ
んと、業務の合間にいろいろな話をする
のがとても楽しい。入居者さんが携わっ
ていた仕事の話など、勉強になることば
かりです。さらに、歩行器のタイヤのパ
ンクを自分で修理する入居者さんや、
「テレビのリモコンの反応が悪いね」と
分解して直してくれる入居者さんなど
に、感心させられることも少なくありま
せん。

PERSON’S 
CLOSE UP 顔のひと

ち
ょ
っ
と
し
た
変
化
を
見
逃
さ
な
い

自
立
し
た
高
齢
者
だ
か
ら
こ
そ

日
々
の
気
づ
き
が
重
要 ケアホーム渋谷本町

ケアワーカー

（くわばら・みほ）
教育実習で介護の世界の楽し
さと奥深さに目覚め、2015年
9月に株式会社ソラストに入社。
バレーボールで培ったチーム力
を発揮し、ケアホーム渋谷本町
の要として活躍中。

桑原 美帆さん

職場の仲間とのコミュニケーション
も大切にしています。年齢や経験も異な
る同僚からは、入居者さんへの声掛けの
仕方などケアももちろん、料理なども教
わっています。同僚のサポートのおかげ
で、仕事で大変だと思うことはほとんど
ありません。今は、経理も任されてお
り、責任感とともにやりがいも感じてい
ます。
「プライベートが充実していないと笑
顔はつくれない」が施設長のモットー。
そのため、仕事は仕事、プライベートは
プライベートと、オン・オフの切り替え
がしやすい職場です。私のオフは、もち
ろん大好きなバレーボール。父が中学校
で教えているので、一緒に行って子ども
たちを指導したり、学生時代の仲間とチ
ームを組んで練習を楽しんでいます。
これからの目標は、より深く介護を知
ること。そのために今年は実務者研修を
修了し、来年は介護福祉士取得を目指し
ます。

笑 コトバの　   鍵

介護医療院
●今月のコトバ●

教員志望から一転、
介護の世界へ

温かい雰囲気で
働きやすい職場環境

© koti - Fotolia.com
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□ 顧客ニーズを満たし、サービスクオリティーを飛躍的に高める、
 医療事務・介護・保育のイノベーションリーダー
□ 未来のサービスモデルを志向し、社員一人ひとりが最新のITを活用する
 サービス業のデジタルカンパニー
□ 常に成長し、高い業績を通じて全てのステークホルダーと
 地域社会の未来に貢献する会社
□ 人材投資と新しい働き方で、生産性と処遇改善を実現し、
 自分らしいワークライフバランスと生涯キャリアが実現できる会社
□ コンプライアンスを重んじ、「やさしさ」と「安心」がある会社

季
刊
 solasto

第
22
号

発
行
日  

平
成
30
年
4
月
30
日
　
●
編
集  

株
式
会
社
日
本
医
療
企
画
　
●
発
行  

株
式
会
社
ソ
ラ
ス
ト


	01_春　2018表紙
	02_H2−p3　春　　トーク　目次0417
	03_春　p4-6　トップランナー0417
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