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在

（医療と介護の連携は）

進

宅医療とは、患者さんが最後まで
その人の望む場所で

まざるを得ない時代が

創刊号

もうすぐやってきます。

2013 WINTER

生きることを手助けする医療であり、

仮に開業医1人が30人の患者さんを

そこに大きな意義があると考えています。

訪問診療しなければいけない時代がくれば、

（「ソラスト インタビュー」新田國男氏、P５）

連携なしには対応不可能です。

まったく変わっていないのですから、
変わったのは患者さんたちや家族の意識だと思います。
（「ソラスト リポート」太田秀樹氏、P８）

勉

強熱心でコミュニケーション能力の
高いケアマネジャーが担当すると、

患者さんの生活は劇的に良くなります。

今 号 の
言葉から

（「ソラスト リポート」太田秀樹氏、P９）

さ
らにもう１つの大きな問題は︑

多くの世帯で男性が先に亡くなり︑

2025年頃には独り暮らしの高齢女性が

病院完結型から地域完結型へ──これがいまの医療界が目指す大きな目

標である。そのために必要なのが地域医療連携、医療と介護の連携だが、
その中心を担うのが在宅医療といわれている。予防から看取りまでをフ
ォローする存在になった在宅医療の現在を探るとともに、期待される医

療と介護の連携の可能性を、新田國男氏のインタビューと医療法人アス
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ムスへの取材を通して考えてみる。

ソラスト インタビュー

4

「連携」
とは最も望ましい方向性を定め、
それぞれの職種が自らの役割を果たすことです

新田國男氏

一般社団法人 全国在宅療養支援診療所連絡会 会長

在は、

ソラスト リポート

家に帰りたい人が入院していて、
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組織と組織を結びながら
誰もが在宅医療を受けられる地域づくりを推進
医療法人アスムス（栃木県小山市）

「特集」を理解するための医療と介護の連携に関する制度

特集早わかり

12

ドキュメント 在宅医

14

これだけは知っておきたい
診療･介護報酬
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今回のテーマ：
医療ジャーナリスト 牧潤二

就業の手引き
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医療と介護の仕事のしくみQ＆A

監修・太田秀樹 医療法人アスムス理事長、構成・医療ライター 廣石裕子

（「ドキュメント在宅医」小野沢滋氏、P15）

連載

と

ても教育が行き届いていて、
感じの良い方ばかりなので

施設を訪れるのがとても楽しみになりました。
（「ソラスト施設訪問記」ソラスト二十世紀が丘・利用者の豊田とみさん、P21）

そ
の方の人生へのこだわりは

何かを考えると︑

本音の部分が見えてくることがあります︒

信頼関係が生まれてきます︒
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それが一つでも理解できると︑

ワクワク、楽しみながら仕事をしています。

どのようなことを大切にして

りたい仕事が自分たちの創意工夫でやれるので、

そのためには︑ その方を好きになって︑

（「ソラスト施設訪問記」ソラスト二十世紀が丘・鈴木亮さん、P20）

生きてこられたのかを

一番うれしいですね。

︵﹁こんにちは！ケアマネさん﹂坂本聖子さん︑Ｐ ︶

居心地がいいからとリピーターになる方が多いのが

2

──キーワードは“在宅医療”

必要なのはこの不幸なミスマッチを

一度ここを利用していただくと、

（「ソラスト施設訪問記」ソラスト二十世紀が丘・脇田紀隆さん、P21）

医療と介護をつなぐ

ゼロにすること。

の施設のショートステイを利用しておられた方でも、

や

特集

入院したい人が空きベッド待ちをしています。

考えることが大事だと思います︒

他

大量に残されることです︒
︵中 略︶

︵﹁ドキュメント在宅医﹂小野沢滋氏︑Ｐ ︶

その受け皿が必要不可欠︒
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現

者さんの生活は 時間３６５日続く︒
それを支えるために
医療にできることはわずかで︑
看 護 職︑ 介 護 職︑
福祉関係者などがチームとなって

私たちの思いやスタンス（提供する医療の質）は

患者さんをサポートする必要がある︒

全在宅患者さんの20数％でした。

それが2011年は68％。

患

（「ソラスト インタビュー」新田國男氏、P7）

業した1992年、私が在宅で看取った患者さんは
︵﹁ソラスト リポート﹂太田秀樹氏︑Ｐ９︶

開

C O N T E N T S

あしたを元気に！
ソラスト施設 訪問記
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小野沢 滋氏

北里大学病院患者支援センター部 副部長
亀田総合病院 在宅医療部 非常勤医

診療報酬とは

若さ溢れるスタッフの夢は
「楽しいから利用する」
そんな施設に育てていくこと
ソラスト二十世紀が丘（千葉県松戸市）

こんにちは！ ケアマネさん
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坂本 聖子さん

株式会社ソラスト 居宅介護支援事業所ソラスト横浜主任介護支援専門員
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特 集 医療と介護をつなぐ 1

ソラスト インタビュー

─この人に聞きたい

一般社団法人 全国在宅療養支援診療所連絡会

医療と介護をつなぐために
いま何が求められているのか

「自分の家で家族に囲まれ療養したい」
「 最期は自宅で迎えたい」といった
人々の希望に応えるべく、24時間365日の対応や緊急時の入院先の確保な
どを要件に2006年に制度化された在宅療養支援診療所。全国に約1万3,000
施設あるこうした診療所を全国規模で結ぶのが同連絡会で、事務局、調査・
研究局、研修・教育局、IT・コミュニケーション局の４局を軸に活動している。

地域医療が見直されるなか、病気や障害を抱えて生きる人々の生活を支える医療として、
また医療・介護の連携の要として、在宅医療の存在感が高まっている。
全国在宅療養支援診療所連絡会会長の新田國夫氏に、連携の意義や医・介連携のポイントを聞いた。

氏

「連携」とは最も望ましい方向性を定め
それぞれの職種が自らの役割を果たすことです

新田 國夫

一般社団法人
全国在宅療養支援診療所連絡会 会長
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ことが可能です。こうした患者さんに、苦痛を取り除く

在宅医療とは、
病気・障害を抱えた人の望む場所で

ための治療、
「緩和医療」を提供し、静かな最期を迎えて

生きることを手助けする医療です

──在宅医療は新しい医療の形のようにも思えますが、

いただくことも在宅医療の役割です。
本格スタートが1980年代とは意外です。

──まず、現在行われている在宅医療がいつ頃、どのよ

新田 1980年代というのは、一部の老人病院のいわゆる

うに始まったのかを教えていただけますか。

薬漬け、検査漬けの問題がクローズアップされた時期で

新田 誰かが具合が悪くなったときに医師が呼ばれ、患

もあります。患者さんのQOL
（Quality Of Life；生活の質）

家（患者さんのご自宅）へ伺って行う診療を「往診」とい

や医療費高騰の観点から、こうした医療を避ける力が働

います。江戸時代くらいから現代までを振り返ると、日

いたことも、病院医療から在宅医療へのシフトにつなが

本の医療はもともとこの往診が主流で、特に「在宅医療」

ったと思います。

という呼び方はされていませんでした。

──先生が考える在宅医療の良さとはズバリどのような

しかし戦後、多くの病院がつくられ「病院医療」の時代
に入るとともに、高度先進医療の発達や高齢化を背景に、

ことですか。
新田 疾患に限らず、病気や障害を抱えた人が暮らした

“命は助かるが障害が残るケース”が増えました。脳卒中

い場所で暮らすことを可能にすることです。人は誰でも、

ひとつをとっても、昔はまず助からなかったが、現在で

住み慣れた居心地のよい場所で生活することで癒され元

は発作後すぐに治療を受ければ命は助かります。しかし

気になります。私は、在宅医療とは患者さんが最後まで

片マヒなどの障害が残るのが一般的で、退院しても継続

その人の望む場所で生きることを手助けする医療であ

した医療的サポート・リハビリが必要な人はたくさんい

り、そこに大きな意義があると考えています。

ます。このように何らかの疾患を持った患者さんが生活
問診療」と呼びます。この訪問診療こそが現在の在宅医

団塊の世代が75歳以上になる
2025年を前に在宅医療推進の

療の柱です。

スピードアップが不可欠です

されている場所に医師が定期的に伺って行う医療を「訪

制度面から見ると1986年、診療報酬として「寝たきり
老人訪問診療料」が新設されたときが現代の在宅医療の

──新田先生ご自身は、いつ頃から在宅医療を始められ

始まりと考えてよいでしょう。

たのですか。

──いまや３人に１人が罹患するといわれるがんも、命

新田 外科医として病院に勤務していた頃から自分の担

は助かるが障害が残る病気と捉えてよいですか。

当した患者さんの訪問診療は自主的に行っていたのです

新田 そうです。がんは完治するケースも多くなったの

が、本格的に開始したのは、開業した1990年です。

ですが、完全には治らず痛みを主とした苦痛、すなわち

──在宅医療に関連する診療報酬も、その頃から徐々に

障害が残る方もいらっしゃいます。いまではがん患者さ

評価されていったようですね。

んでも一定の治療をすませたら退院し、自宅で療養する

新田 まずは1992年に、
「寝たきり老人在宅総合診療料」
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特 集 医療と介護をつなぐ 1

profile

ソラスト インタビュー

医療と介護をつなぐために
いま何が求められているのか

が新設されました。1986年新設の「寝たきり老人訪問診

携」でしょうか。

療料」もそうですが、この頃は寝たきりの高齢患者さん

新田 確かに「連携」という言葉がさかんに使われていま

が在宅医療の主たる対象とされていたのですね。さらに

すね。しかし「連携とは何か」という問いに明確に答えら

1994年には「在宅末期総合診療料」
「ターミナルケア加算」

れる人はそれほど多くないのではないでしょうか。私は

などが新設され、がん患者さんの在宅医療がクローズア

こうした言葉を先行させるよりも、まずは目の前の患者

ップされてきます。2000年になると「24時間連携加算」

さんにとってどういう方向性がよいのかを、かかわる人

ができて、24時間、在宅医療を提供できる体制を整える

皆で考えることが大事だと思います。たとえば、ベッド

ことが評価されます。在宅医療の制度的なベースができ

で寝たきりの生活をしている人がいたら、起き上がり、

上がったのはこの頃です。

食べ物をのどに詰まらせないで食べ、家族との会話を楽

──制度が先行した割には、在宅医療の広がりは十分で

しむ、といったことを目標に掲げ、そのために必要なこ

はなく、まだまだ不足していると言われますが……。

とを誰かがコーディネートしながら、医師、看護師、ヘル

新田 じわじわ広がってはいるのは確かです。たとえば

パーなどで役割を分担して果たしていくのです。それが

東京都では、2009年1～2月、全診療所を対象に在宅医療

できたときに初めて「連携した」と言えるのではないでし

に関するアンケート調査を行ったのですが、その回答結

ょうか。

果では、患者さん１名でも在宅医療を行ったことのある

1967年早稲田大学第一商学部卒
業。1979年に帝京大学医学部を
卒業し、同大学外科、救命救急セ
ンターに勤務。1990年新田クリ
ニック開業。1992年に医療法人
社団つくし会を設立し理事長に就
任。現在、介護付有料老人ホーム、
グループホームなどを経営。福祉
フォーラム・ジャパン副会長も務
める。 著書に『安心して自宅で死
ぬための５つの準備』
（ 主婦の友イ
ンフォス情報社発行）など。

現在の医療と介護は、既製品として患者さんの生活に

診療所が４分の１ほどあることがわかりました。ただし、

組み込まれているケースが少なからずあります。何時か

かはヘルパー自身が選ぶべきで、介護報酬も技術の高さ

の課題および展望をお聞かせください。

外来で診ていた患者さんが通院できなくなった場合に訪

ら何時まで訪問看護、何時から何時まで訪問入浴、とい

に応じて適正な評価をすべきでしょう。

新田 １つは認知症対策です。現在も認知症の在宅医療・

問診療を行うというように、限られた範囲で行っている

った時間の組み合わせに終始していては、真の連携はで

2012年には「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が始

ケアが行われていますが、老老介護や独居の認知症患者

ケースも多く、言ってみれば活動が「点」であり、
「面」に

きないでしょう。連携とは相互の役割の遂行であること

まりましたが、これを行ったヘルパーの方から、
「自分が

さんが地域で暮らし続けるのは難しいのが現状です。認

なっていないのです。

を改めて意識するべきだと思います。

患者さんの生活を支えていることを初めて実感した」と

知症の症状や問題点を地域のなかで早期発見し、介入す

──その場合、コーディネーター役を担うのは誰でしょ

いう声が寄せられているそうです。この意識は非常に大

ることで、それは可能になるはずです。

供給体制を整えるためには、在宅医療推進のスピードを

うか。

事です。より多くのヘルパーが高い意識と使命感を持て

もっとアップし、点を面にしていくことが必要です。そ

新田 本来はケアマネジャーであるべきしょう。しかし、

れば、地域はもっとよくなるはずです。

のためにも在宅医療を一層推進させようと2006年に制度

適性さえあれば職種は問いません。まとめ役を医師がや

化されたのが「在宅療養支援診療所」であり、2012年創設

って、連絡をケアマネが行うという方式もよいでしょう。

の「機能強化型在宅療養支援診療所・病院」です（P12「特

繰り返しますが、大事なのは患者さんにとってよい方向

集早わかり」参照）
。

へ皆が進むこと。逆に言えば、この方向性さえ定まって

団塊の世代が75歳以上になる2025年までに地域の医療

決です。過剰な医療を避け、一人ひとりの尊厳を守るた
めの終末期のあり方を多職種で考えようと2012年10月、

患者さん、
利用者は価値観を、
医療･介護側は責任感を持って
より良い地域包括ケアをつくろう

「日本臨床倫理学会」が発足し、私が初代理事長に就任し
ました。13年３月10日の第１回大会には患者さんや家族
も含めて多くの方々にご参加いただき、議論を深めたい
と考えています。

いれば、俗にいう“顔の見える関係”になっていなくても
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もう１つは、高齢者の終末期にかかわる倫理問題の解

より多くのヘルパーが
高い意識と使命感を持てるようになれば

連携は可能なのです。

──今後、医療と介護の連携は進むのでしょうか。

──在宅医療と介護の連携のなかで、ヘルパー職の存在

新田

地域はもっとよくなるはずです。

はどのように捉えておられますか。

仮に開業医１人が30人の患者さんを訪問診療しなければ

正な対応ができる人材の育成が必要です。患者さん、利

新田

いけない時代がくれば、連携なしには対応不可能です。

用者側は価値観をしっかり持ち、医療や介護側は責任感

生活を支える職種としてとても重視しています。

進まざるを得ない時代がもうすぐやってきます。

在宅医療・ケアを点から面に広げていく場合の質の維
持も大きなテーマです。そのためにはあらゆる場面で適

──機能強化型在宅療養支援診療所・病院は「常勤医師３

患者さんの日常生活は食事、排泄、移動・移乗がメインで、

いまの医師は、私たちのように仕事中心で24時間対応も

をもって役割を果たしていく。そうやって皆で地域包括

名以上」
「１年以内の看取り実績２件以上」などが要件で、

その他掃除・洗濯などがあります。ヘルパーには掃除な

厭わない世代と違い、プライベートな時間も求めていま

ケアをよい形で作り上げていきたいですね。

複数の医療機関の連携による届出も認められており、連

どを主とする人、料理もできる人、身体介助まで行う人、

すから、労働形態的にも連携が不可欠です。つまり時が

──本日は、在宅医療を推進する団体の長として、また

携ネットワークの構築が期待されています。やはり医療

痰の吸引など一部の医療行為までできる人というよう

くれば連携は進むので過剰な心配はいりません。

在宅医療を実践されている医師のお立場からの貴重なお

連携、医・介連携も含めて、これからのキーワードは「連

に、いろいろなタイプがいてよいのです。どこまで行う

──最後に、在宅医療や医療と介護の連携における今後

話をありがとうございました。
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特集2

連携を進めるためには花見の幹事のような人材

ソラスト リポート

が必要です。つまり、日程や場所を調整して皆を

医療と介護をつなぐ
先進的取り組み

集め、
「楽しかった」という結果を出す役割の人で
す。自分自身が楽しむこともいいのですが、責任
は重く、上手くいって当たり前。だからといって
さほど感謝されるわけでもない。この役割がこな

医療法人アスムス（栃木県小山市）

せるケアマネジャーがいると理想的です。
また、医師会や行政との連携では医師が担うと

大学病院の勤務医だった太田秀樹氏が、患者

便利な面もあります。私はいつも、自分は花見の

のいるところへ医師が出向く「動く医療」とし

幹事だと思ってさまざまな会を主宰したり、団体

ての在宅医療に着手して20年余り。小さな診

と団体の調整役に入ったりしています。

療所は多彩な施設を擁する医療法人に成長。
法人内外の連携体制をほぼ確立したいま、活

太田 秀樹 氏

動は地域の在宅医療提供体制づくりに進化し

医療法人アスムス理事長

ている。
政策とは主に、在宅医療推進のための制度の整備を

を支えるために医療にできることはわずかで、看護

指す。つまり政策誘導もあって在宅医療に取り組む

職、介護職、福祉関係者などがチームとなって患者

医師が年々増えてきたのである。在宅医療が認知さ

さんをサポートする必要がある」と考えるからだ。ア

誰もが在宅医療を

「開業した1992年、私が在宅で看取った患者さん

れるにつれ患者数も増加。地域にないサービスを自

スムスでは、患者一人ひとりに法人内外のスタッフ

は全在宅患者さんの20数％でした。それが2011年は

前で作っているうちに多くの事業所を抱える法人に

がチームを組んで対応するシステムができ上がって

受けられる

68％。私たちの思いやスタンス（提供する医療の質）

発展した。

おり、多職種連携によってその人らしい生活を送っ

はまったく変わっていないのですから、変わったの

組織と組織を結びながら

地域づくりを推進

1 9 9 2 年開業時の看取り数 2 0 数％が
2 0 1 1 年に全在宅患者の 6 8 ％に

は患者さんたちや家族の意識だと思います。介護保
険制度が施行され在宅生活を支える社会的資源が整

開業当初から医療と介護の連携を重視
キーパーソンはケアマネジャー

はケアマネジャーの育成にも心を砕いてきた。いま

太田氏は開業当初から医療と介護の連携を重視し

では、多くのケアマネジャーが打ち合わせや相談に

方を真剣に考える人が増え、その結果、最期まで自

ている。
「患者さんの生活は24時間365日続く。それ

日常的にやってくるという。
「勉強熱心でコミュニケ

感しています」と話すのは、医療法人アスムス理事

ーション能力の高いケアマネジャーが担当すると、

長の太田秀樹氏だ。
太田氏がおやま城北クリニックを開業したときの

医療と介護の連携事例①

90歳・男性・要介護５・妻と二人暮らし。

患者さんの生活は劇的に良くなります」と太田氏。そ
うした事例がアスムスには数多く蓄積されている
（P9「医療と介護の連携事例①，P11同②」参照）
。
また、在宅医療・ケアに取り組む地域の事業所をま

ア ス ム ス と は「 A c t i v i t i e s S u p p o r t i n g

メンバーは、太田氏を含めて医師２名、看護師３名、

Medicine Systematic Services」の略で、患

PT１名、義肢装具士１名。
「在宅医療が多くの人にと

数年前の転倒を機に寝たきり。難聴でコミュ

とめるなど人材が交流できる場づくりも積極的に進

ってなじみのなかった時代のことです。あの頃、在

ニケーションが取りづらいが認知機能の低下は

めている。
「在宅ケアネットワーク・とちぎ」
「蔵の街コ

者の希望を汲んで活動を支える「動く医療」をシ
ステマティックに提供している。理事長の太田秀
樹氏は、10年余りの大学病院勤務を経て1992

宅医はまさに絶滅危惧種でした」
と笑う。それでも
「虚

年に開業。医学博士。

弱化して病気になったときにどういう医療を受けた

本

いか、最期をどこで迎えたいかといったことは本人

部：栃木県小山市大字喜沢1475-328

関連施設：おやま城北クリニック（小山市）、蔵の
街診療所（栃木市）、生きいき診療所・ゆうき（茨
城県結城市）、街かどクリニック・世田谷（東京都
世田谷区）
、老人保健施設生きいき倶楽部、わく
わく訪問看護ステーションおやまなど。

ない。急性症状を繰り返すなかケアマネジャー
の紹介で2009年８月より太田氏が訪問診療。
頻回のケアカンファレンス、ケアマネジャーと
太田氏の直接の情報交換などを行いながら、週

ミュニティケア研究会」
「 秀麿茶屋」などがそれだ
（P10「アスムスの多彩な取り組み」参照）
。
地域づくりという意味では、行政・専門職・利用者

３回の訪問看護、毎日の訪問介護などで集中的

の３者をつなぐことが大事と考えている。
「非常に大

にいたいという人を支えるためにある」との信念で、

に対応。連携先の病院での入院治療、訪問服薬

雑把な言い方ですが、行政は社会的通念と法律によ

外来と訪問の二本立てで細々と活動を続けた。

指導も随時実施。先手先手の対応で症状が改善。

って動き、我々専門職は患者のために何かをしたい

いまは落ち着いている。

という思いで動きます。専門職は客観的で科学的、

が決めるべき。在宅医療は病気や障害を抱えても家

「するといつしか国の保護政策が始まり、絶滅危
惧種が繁殖を始めました」
（太田氏）
。ここで言う保護

8

連携のキーパーソンはケアマネジャーだ。太田氏

ってきたこともありますが、自分の終末期の過ごし
宅で過ごすことを選ぶ人が増えたことを私自身は実

医療法人アスムス

てもらっている。

（事例提供：おやま城北クリニック看護師・小泉未央氏）

利用者は主観的で情緒的。常に対立面を持つこれら

9

ソラスト リポート

特集 2

アスムスの多彩な取り組み

医療と介護をつなぐ
先進的取り組み

2010年に
「コミュニティケア研究所」
を開設。
独立行政法人科学技術振興機構の研究開発プ
ロジェクト「コミュニティで創る新しい高齢
社会のデザイン」に採択され「在宅医療を推

©自由工房

進する地域診断標準ツール」開発を目指すな

理事長の太田氏は映画にも出演

ど、在宅医療推

している。写真は「終わりよけ

は、患者の自己実現にもつき合う。

進に研究面から

ればすべてよし」のワンシーン。

2002年４月には「アンパンマンミ

「動く医療」を信条とするアスムス

もアプローチし

ュージアム（高知県）に行きたい！」

ている。

という先天性ミオパチーの子ども

荒井 英二 氏

社会福祉士・ケアマネジャー・
在宅医療連携拠点事業部長

森田 圭子 氏

看護師・主任ケアマネジャー・
地域連携室長

に同行し医療的サポートを行った。

下野新聞で連載された「終章を生き

るシステムを確立すること。拠点事業を通してそれ

テムづくり、在宅医療にかかわる人材の育成などの

る 2025年超高齢化社会」は実在の

を実現したい」と意気込む。

準備も進めている。

高齢者の生き様を多面的に伝え、

アスムスでこの事業の推進役を担うのは、在宅医

「当法人はおやま城北クリニックと蔵の街診療所の

療連携拠点事業部長の荒井英二氏と、地域連携室長

２つが事業拠点になっていますので、それぞれの地

太田氏はこの連載の企画段階から協

の森田圭子氏だ。２人はそれぞれ、この事業の要件

域ごとに活動しています」と荒井氏。市民フォーラ

力。県民への啓発において重要な役

となっている社会福祉士、ケアマネジャーの資格を

ムは９月に小山市で、11月に栃木市で、テーマや講

割を果たした。

持つ看護師として2012年７月に着任。先行して進め

師を変えて開催。また、小山市では市民病院の建替

た住民啓発事業としての講演会の企画・開催、地域の

えに伴い「小山市健康増進課緑の健康づくりの森推

2012年創設の「第１回日本医学ジ
ャーナリスト協会賞大賞」を受賞。

（下野新聞2012年4月11日付より）

2012年に新たに始めた「秀麿茶屋」
栃木市において福祉の力を高めよう

市役所、医師会、歯科医師会、薬剤師会、介護支援

進室」を中心に各種団体が進めている地域医療連携

は、栃木県の在宅医仲間である鶴岡

と2000年に結成された「蔵の街コ

優子氏が展開する「つるカフェ」に

専門員連絡会など関連団体への訪問などを、もう１

会議などとのコラボレーションも行っている。栃木

名の事務スタッフ、大島貴子氏と一緒に担当。また、

市では、すでに５年ほど前から在宅医療推進委員会

ITの活用を含めた情報交換による多職種の連携シス

を多職種に公開している栃木市医師会との合同会議

ミュニティケア研究会（大澤光司代
表世話人）
」は会員300名を数え、
２カ月に１度の定例会で研究（講義
や体験学習など）と地域の人材交流
を続けている。太田氏はこの会の発
起人の１人。

太田氏が代表世話人を務める「在宅
ケ ア ネ ッ ト ワ ー ク・と ち ぎ 」は 、
1996年に発足。翌1997年より毎

ヒントを得た取り組み。地域のケア
マネジャーと勉強会を兼ねた茶話会

など、各種団体との交流も小山市以上に進んでいる。

を不定期で行っている。

「いまや行政も医師会も独自の在宅医療推進策を打ち

年２月11日に総会・シンポジウムを
開催し、医療職、介護職、市民がと

医療と介護の連携事例②

もに集い交流を深めている。

81歳・女性・要介護３・独り暮らし・
市内に住む３人の子どもが交代で介護。
をつなぐには、共通の理念が必要です」と太田氏は言

業に参加し、法人内でほぼ確立した連携のノウハウ

う。こうした関係はオーケストラが奏でる音楽に似

を用いて、在宅医療供給体制を点（個別の取り組み）

ている。
「演奏家だけでチームを組んでも良いものは

から面（地域全体の取り組み）へ広げるべく活動して

できません。作曲家と指揮者・演奏家がマッチし、観

いる。

関節リウマチ、慢性心不全などで蔵の街診療
所の外来に通院。骨折を機にADLが低下。３
カ月ほど老健施設に入所しリハビリテーショ
ン。2012年３月、太田氏が訪問診療を開始。

出していますので、それらとどう連動し、良い形で
広げていくかだと思っています」と荒井氏は展望を
話す。
森田氏は在宅医療に取り組む医師、訪問看護師が
まだまだ不足している現状を指摘し、
「医師や看護師
が気負いなく在宅医療に踏み込めるサポートを、地
域のなかに組み込んでいけたら」と語る。森田氏は
拠点事業の一環として、県内6カ所で開催される「在
宅医療地域リーダー研修プログラム」で講師を担当

客と感動を共有できたときに初めてオーケストラは

同事業では主に５つのミッションが課せられてい

完成するのです」
。つまり、利用者と感動を分かち合

る（P12「特集早わかり」参照）が、アスムスでは地域

えるような在宅医療であるべき、ということである。

住民への啓発を先行させた。
「市民がいま以上に自分

を利用。ケアマネジャーがまめに訪問して状況

太田氏はアスムスとしての今後の課題は「質の向

の生き方を真剣に考え、意思表示をすれば、必ずや

を把握し、必要な医療サービス、介護サービス

上」と言う。
「これ以上規模を広げるのではなく、在

法人内で確立した連携のノウハウを
地域全体に広げる活動を展開
医療法人アスムスでは現在、在宅医療連携拠点事
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多くの医師がそれに応えてくれるはず」と太田氏は
医師仲間への期待感を示し、
「必要なのは組織や団体
とを結び、地域全体に、誰もが在宅医療を受けられ

毎日・朝夕の訪問介護、週１回の訪問看護、週
２回のデイサービスに加え時々ショートステイ

を適宜提供することで症状悪化を回避し、在宅
生活を維持している。
（事例提供：おやま城北クリニック看護師・小泉未央氏）

する。

宅患者さんのQOLをより高めるべく基盤強化と人材
育成に努めたい」と、ライフワークでもある在宅医
療にさらなる情熱を傾ける。

11

特集早わかり
理解を深めるポイント

「特集」を理解するための
医療と介護の連携に関する制度
病院医療から在宅医療へのシフト、医療と介護の連携を推進すべく、
近年、そのための新しい制度が次々に誕生している。ここではそうし
た制度を本特集インタビュー、リポートのなかからピックアップし、
特集の理解をより深められるよう解説する。
（監修：太田秀樹・医療法人アスムス理事長）

機能強化型在宅療養支援
診療所・病院
在宅医療の一層の推進のため
2006年に創設されたのが「在宅
療養支援診療所（在支診）
」
。在支
診の届出をするための要件は下記
のとおりである。
保険医療を行う診療所
24時間連絡を受ける医師又
は看護職員の配置
24時間往診が可能な体制の
確保
24時間訪問看護が可能な体
制の確保
緊急入院受け入れ体制の確保
介護支援専門員（ケアマネジ
ャー）等との連携
在宅看取り数の報告

宅療養支援診療所・病院」
）で、要

働により、生活の質を重視した在

件は上記に加え以下の３点。

宅サービスを包括的に提供する体

所属する常勤医師３名以上
過去1年間の緊急の往診実績
５件以上
過去1年間の看取り実績２件
以上
複数の医療機関が連携してこれ
ら要件を満たすことも可能。その
場合は「患者からの緊急連絡先の
一元化」
「連携医療機関間で月１回
以上の定期的なカンファレンスを
実施」などの条件がついている。

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
要介護高齢者、特に重度の人の
在宅生活を支えるため、日中・夜
間を通じて、訪問介護と訪問看護

2008年には、
「適切な研修を受

を、定期巡回と随時の対応で提供

けた常勤歯科医師の配置」
「歯科衛

する制度で、2012年に創設され

生士の配置」
「保健医療機関との連

た。

携」
「歯科訪問診療の回数の届出」

１つの事業所で訪問介護と訪問

制づくりを目的としたモデル事
業 。2 0 1 1 年 に 試 験 的 に 実 施 。
2012年は全国105カ所、総予算
約20億円をかけて進められてい
る。
「在宅医療連携拠点」には、以下
の５つの事業が課せられている。
多職種連携の課題に対する解
決策の抽出（多職種が一堂に
会する場の設定など）
在宅医療従事者の負担軽減の
支援（24時間対応の在宅医療
提供体制の構築、チーム医療
提供のための情報共有システ
ムの整備）
効率的な医療提供のための多
職種連携（ケアマネジャーの
資格を持つ看護師とMSWな
どが連携コーディネーターと
なり調整）
地域住民への普及啓発
在宅医療に従事する人材育成

などを要件とする「在宅療養支援

看護を一体的に提供する「介護・看

この事業には「一般枠」と「復興

歯 科 診 療 所 」も 誕 生 。 さ ら に 、

護一体型」と、訪問介護事業所が

枠」の２つがあり、復興枠の場合

2010年の制度改正で、在支診と

地域の訪問看護事業所と連携して

は上記に加え「災害発生時に備え

同様の条件を持つ200床未満の病

サービスを提供する「介護・看護連

た対応策の検討」なども必要とな

院も「在宅療養支援病院（在支病）
」

携型」の２つの類型がある。

る。
厚生労働省は事業終了後、関係

として認められるようになった。
これら「在支診」
「在支病」の機能

在宅医療連携拠点事業

機関で好事例の情報を共有し、在
宅医療を全国的にさらに普及・向

をさらに強化したのが表題の「機
能強化型在宅療養支援診療所・病

在宅医療を実践する医療機関な

院」
（正式には「機能を強化した在

どが連携拠点となって、多職種協

上させていく方針だ。
（構成・医療ライター 廣石裕子）

※このページは厚生労働省の資料などをもとに作成しました。
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1992年、研修医として勤務していた亀田総合病院（千葉県鴨川市）で在宅医療に着手した小野沢滋氏。
独自の調査・研究から真のニーズを浮き彫りにして対応する姿勢はユニークで、
近年は、
「退院支援」を地域医療再生の鍵と位置づけ推進。
北里大学病院（神奈川県相模原市）でも同様の活動を始めている。

北里大学病院患者支援センター部 副部長
亀田総合病院 在宅医療部 非常勤医

小野沢 滋氏

ドキュメント

在宅医

！

熱 い 使 命 に 燃 える

神奈川県相模原市出身。1990年3月東京
慈恵会医科大学卒業。 同 6 月より亀田総
合病院研修医。1992年在宅医療を開始。
1996年6月在宅医療部医長。2001年4月
同部長。2012年４月より現職。2011年
の東日本大震災直後から宮城県石巻市で長
期的支援にあたる。在宅医療のほかにプラ
イマリケア（初期治療）、緩和医療に関心。
日本在宅医学会幹事。趣味は写真。

常に先進的な取り組みで注目される医療法人
鉄蕉会亀田メディカルセンター。病院、クリ
ニック、訪問系事業所、専門学校などを併設

重篤患者を中心に訪問
総勢70名の在宅部門を率いる

北里大学病院患者支援センター部・部会の様子

は表裏一体」と言うのは、介護は多

ります。在宅医療を真の意味で専門

を引き出し、それを尊重することが

くの場合、急性期病院を退院した時

的に提供できる医師も増やしていか

重要」と説く。
「がん患者さんのよう

点で始まるからだ。 小野沢氏らが

なければ」と言う。

に療養期間の短いケースでは特に、

1999年に行った調査によると、亀田

小野沢氏は2010年、当時２歳の愛

総合病院の65歳以上の入院患者の約

娘が事故で肝破裂となり、亀田総合

家族の充足感という意味でも在宅で
の療養が有意義」と語る。

３割（年間1,000人）が要介護状態で

病院の小児外科で命を救われた経験

とはいえ、すべてを在宅医療で担

退院。診療エリアの人口が約16万人

を持つ。
「このとき地域医療の本質は

おうとするのは危険という。亀田総

であることから、かなりの人口比で

救急医療だと再認識しました。住民

合病院のデータでは、在宅医療がス

要介護者が生まれていることがわか

が安心して生活できる地域をつくる

タートして患者が亡くなるまでに患

った。

ためには、救急から入院、退院、在

者側が負担する金額は平均して脳梗

「当時、４名のソーシャルワーカー

宅への流れをよりスムーズにする必

塞450万円、認知症550万円、神経難

（SW）が積極的に退院支援を行って

要があります。北里大学病院でそれ

病700万円。入院医療よりは低いも

をやりたいのです」と力説する。

のの、療養期間の長い患者の在宅生

いましたが、それでも1,000人のう

「在宅医療と退院支援は表裏一体」の考えの元
意欲的に地域づくりを推進

亀田総合病院の相談支援スタッフと小野沢氏

ちの４割にしか対応できていません
でした。そこでSWを一気に20名に
拡充し、退院する要介護者全員にき
め細かな退院支援を始めたのです」

在宅医療の課題は
「低所得者層や独り暮らし女性の
受け皿」

活を特に低所得者の家族に押し付け
たらその後の人生が破綻しかねない。
「さらにもう１つの大きな問題は、
多くの世帯で男性が先に亡くなり、

小野沢氏は、
「病院の平均在院日数

「現在は、家に帰りたい人が入院し

2025年頃には独り暮らしの高齢女性

は短くなったといわれますが、実際

ていて、入院したい人が空きベッド

が大量に残されることです。今後は、

の介護度でいえば４か５の方々ばか

す」と社会の変化を語り、
「２年後に

は１カ月程度かそれ以上。要介護者

待ちをしています。必要なのはこの

こうした低所得者層や女性たちの受

りです」と急性期病院における在宅

新病院の建設が予定されています

の人たちが退院できなければ次の急

不幸なミスマッチをゼロにするこ

け皿が必要不可欠。官民ともにその

医療の特殊性を語る。

が、病床数の調整が課題となってい

性期の患者さんが入院できません」

と」と小野沢氏。そのためのキーワ

整備を進めるべきでしょう」

在宅医療を始めてすでに20年以上

2000年に介護保険制度が始まる少

ることも北里大学病院が退院支援強

と指摘。
「この意味で、我々在宅医も、

ードとして“丁寧”を挙げ、
「患者さ

亀田グループでは現在、低所得者

になる小野沢滋氏。きっかけは1992

し前、同院の在宅部隊が大きく拡充

化の必要を迫られている一因のよう

急性期病院からの患者さんの受け入

んが自ら話すのを待つのではなく、

層の要介護者向け住宅を準備中だ。

年、 亀田総合病院（千葉県鴨川市）

され、訪問診療、訪問看護、居宅介

です。私はもともと在宅医療と退院

れを強く意識して活動する必要があ

専門スタッフが身近に接して気持ち

木造のロッジ風で、診療所や訪問系

に発足した在宅医療事業部を任され

護支援、訪問介護、退院支援のグル

支援は表裏一体と考えていますの

たこと。当時まだ医師になって３年

ープが同居する、総勢約70名の組織

で、有意義な仕事と思って引き受け

ながら、この部隊をリーダーとして

亀田総合病院には非常勤医として週

の矢が立った。

率いてきた。

２回勤務し、在宅医療の現場に出続

以来、上司や先輩のいないなか、
訪問看護師やヘルパーと協力しなが

こうした実績を買われ、2012年４
月、北里大学病院の各種相談支援部

らその道を切り開いてきた。
「急性期

門である患者支援センター副部長に

病院の在宅医療ですから、患者さん

就任。
「もはや大学病院も在宅医療を

のほとんどは重篤な病状です。現在

意識しなければならない時代なので

けている。

救急から入院、退院、在宅への
スムーズな流れを作りたい
小野沢氏が「在宅医療と退院支援
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ました」と説明する。一方、現在も

間もなく独り暮らしの女性が大量に残される時代を迎える
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が誕生。小野沢氏は訪問診療を続け

相模原市の75歳以上人口の推移と性差
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（人）

目の研修医だったが、学生時代から

事業所なども併設。
「安房10万人計

□他の自治体でも同様
の傾向が見られる

小野沢氏が退院支援を軸に意欲的
に進めている地域づくりには、少子
高齢化、地域医療崩壊、経済格差な
どに苦しむ日本の現状に対する１つ
の答えが隠されているのかもしれな
い。

相模原市のデータを基に小野沢滋氏作成
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医療従事者、介護従事者のための

これだけは知っておきたい

診療・介護報酬

表1 医科診療報酬点数表の構成
第1章 基本診療料

診療報酬とは

（医療ジャーナリスト

牧潤二）

診療報酬の基礎知識
わが国は国民皆保険制度をとってお

（2）政令：政府（内閣）が制定する命令。法律に「枝葉」を付けて細部を規定するのが政令といえる。

第2部 入院料等

（3）省令：各省の大臣が発する命令。法律や政令を施行するための詳細な規定となる。

診療報酬改定のこれまでの推移
厚生労働省では、診療報酬の額（点数）

第2部 在宅医療

（以上が通常、
「法令」と呼ばれるもの）
（4）告示：中央官庁等が特定の事項について広く一般に知らせる行為をいう。法令には相当しないが、
広く国民一般に知らせるために官報において大臣名で掲載されるので、実質的に法令に準じたも

第3部 検査

のとなる場合もある。

第4部 画像診断

●診療報酬の点数は、官報において厚生労働大臣名で告示される。

第5部 投薬
第6部 注射

（5）通知：一般に「通達」と呼ばれているものに相当する。官報には掲載されないので、法的な根拠
は不十分であり、通常、知らなくても問題ない。

第7部 リハビリテーション

●診療報酬に関しては、告示の解釈、詳細かつ追加的な規定を関係機関などに連絡することを目

第8部 精神科専門療法

的に、厚生労働省の保険局などから多数の「通知」が発出される。診療報酬の実務を担当する人

第9部 処置

にとっては、その「通知」がきわめて大きな意味を持つので、なるべく目を通しておきたい。

第10部 手術
第11部 麻酔
第12部 放射線治療
第13部 病理診断
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
第4章 経過措置

診療報酬とは医療機関に支払われる公定価格

（1）法律：国会の議決を経て制定する。

第1部 初・再診料
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等

2012（平成24）年4月に、診療報酬と介護報酬の同時改定が行われ、医療関係者、介護関係者の注目を集めました。原則とし
て診療報酬は2年に1度、介護報酬は3年に1度改定されます。2014年4月に行われる予定の次の診療報酬改定は、同時に消費
税率の引き上げも予定されており、これからの約1年間、医療・介護関係者の間では従来以上に、診療報酬の改定に対する関心が
高くなることが予想されます。そのような状況であるだけに、医療・介護の分野に携わる人たち、ベテランだけではなく比較的キ
ャリアの浅い人たちにとっても基本的な知識を習得し、理解を深めることが求められるのではないでしょうか。そこで今回は、
診療報酬の全体像を理解するという観点から、その基礎となる事項について解説します。

表2 知っておきたい法令等の体系

ありました。

した。

それらの告示は、国会での審議・可決

中医協での議論においては、通常、公

は必要なく、厚生労働省のレベルで決め

益委員はあまり前面には出ず、意見を述

は、基本的に、経営（収入）面において薬

ることができます。そのため、厚生労働

べることは多くありません。しかし、診

価の影響は受けないので、
「全体改定率」

大臣が診療報酬改定について諮問する中

療側委員と支払側委員の意見が対立し、

のものに関する「ホテルコスト」などと呼

央社会保険医療協議会（中医協）が、診療

行き詰まり状態に陥ったり、合意が難し

ばれる費用は、基本診療料として位置づ

報酬改定において強い権限を発揮するこ

いような状況である場合に、公益委員が

けられています。

とになります（表2参照）
。

協議しいわゆる仲裁案を出したりしま

注：2012年度診療報酬改定に基づく

（ネット）よりも、診療報酬の本体の改定

り、すべての国民は何らかの公的医療保

や保険適用とする範囲などについて、慣

険（健康保険）に加入し、それに基づいた

例的におおむね2年に1度の頻度で改定

さまざまな診療など医療サービスが受け

を行っています。これが「診療報酬改定」

診療報酬の「本体」と「薬価等」
（
「等」は医

特掲診療料は、基本診療料のように一

中医協は社会保険医療協議会法に基づ

す。診療側委員と支払側委員は、原則と

られるようになっています。このような

と呼ばれるものです。

療材料を意味する）それぞれの改定率を

括して評価することが妥当でない診療行

いて設置されていて、次の３者、計20

してその仲裁案を受け入れることになっ

きちんと見ておくことが望ましいといえ

為について、個々に評価して点数を設定

人の委員で構成されています。

ています。

ます。

するものです。医師の技術料に相当する

（1）健康保険の団体の代表者など、支払

診療報酬は「ドクターフィー」などと呼ば

い側を代表する委員。7名。
（通称「支

れ、特掲診療料に位置づけられています。

払側委員」
「1号側（委員）
」
）

率が重要な意味を持ちます。
そのように、診療報酬改定においては、

公的医療保険制度では、保険を適用する

診療報酬改定で特に注目されるのは改

個々の診療行為について公定価格とでも

定率です。改定率は、診療報酬改定のあ

いうべき値付けをしておく必要がありま

る年の前年末、厚生労働大臣と財務大臣

診療報酬の「全体改定率」は、経済動向

す。その公定価格として医療機関（保険

の折衝を踏まえて、次年度予算の政府案

の影響を強く受けます。例えば経済が低

医療機関）側に対して支払われるのが診

を決定する過程で政府が決定します。

療報酬です。
つまり診療報酬とは、保険医療機関等
の医師等が行う診療行為・医療サービス

次の2014度診療報酬改定に向けての
課題は明確です。中医協は2012年2月

成長で、国の税収が増えなければ、医療

例えば、初診料は270点で基本診療料

ちなみに、2012年度診療報酬改定に

費の公費負担分を増やすことは困難なの

に大別される診療報酬として、往診料は

表者など、医療提供側を代表する委員。

10日、2012年度診療報酬改定を答申す

おける改定率は次のようになっていま

で、全体改定率の大幅な伸びは期待でき

720点で特掲診療料に大別される診療報

7 名。
（通称「診療側委員」
「 2 号側（委

る際、厚生労働大臣に対して「附帯意見」

す。

ません。また、労働者の賃金が増えない

酬として、それぞれ点数設定がなされて

員）
」
）

を提出しました。これが主な課題、重視

のであれば、より高い保険料を徴収する

います。診療報酬は直接的には「点」で評

のは心情的にも難しいといえます。

価し、日本全国共通で1点は10円として

に対する対価として公的医療保険から支
払われる報酬のことなのです。診療報酬

①診療報酬改定（本体）

の体系およびその規定は複雑ですが、簡

改定率 ＋1.38％

わが国は近年、低成長、デフレ経済が

計算します。例えば、270点の初診料は

（2）医師、歯科医師、薬剤師の団体の代

（3）大学教授など、公益を代表する委員。
6名。
（通称「公益委員」
）
診療報酬改定について審議する中医協

潔に言えば、保険適用となる診療行為の

各科改定率 医科 ＋1.55％

続いているため、診療報酬の「全体改定

範囲を定めた「品目表」
、個々の診療行為

歯科 ＋1.70％

率」はほとんど伸びていません。近年の

ちなみに、大きな書店に行くと、
『診療

払側委員と診療側委員が向かい合う形に

調剤 ＋0.46％

「全体改定率」を見ると、2006年度診療

の公定価格を定めた「価格表」という2つ

診療報酬改定と今後の動向

2,700円（270点×10円）となります。

の総会では、公益委員を中心にして、支

すべき事項として議論されることになり
ます。
（1）急性期医療での医療従事者の負担軽
減。
（2）医療と介護の連携強化、在宅医療等
の充実。

報酬点数表』といった書名の分厚い本が

なります（写真参照）
。2010年度診療報

の要素を持っているということができま

②薬価改定等

報酬改定が▲3.16％（本体▲1.36％、

販売されており、診療報酬体系の全体を

酬改定では、再診料の見直し（引き下げ）

す。

改定率 ▲1.38％

薬価等▲1.80％）
、2008年度改定が▲

把握することができます。

について診療側委員と支払側委員の意見

進など、質が高く効率的な医療提供体

が対立し、激しい議論が繰り広げられま

制の構築に向けての取り組み。

日本の診療報酬体系は、1927（昭和2）
年に健康保険法が施行されてから幾度か
の変遷がありましたが、現在は1958（昭

薬価改定率 ▲1.26％
（薬価ベース ▲6.00％）
材料改定率 ▲0.12％

和33）年に導入された「新医療費体系」が
基本となっています。

0.82％（本体＋0.38％、薬価等▲1.20
％）
、2010年度改定が＋0.19％（本体＋
1.55％、薬価等▲1.36％）となってい
ます。

一般的には、診療報酬の本体（上記①）

診療報酬点数の内容

診療報酬点数の決め方

（3）入院医療や外来診療の機能分化の推

（4）明細書の無料発行の促進など、患者

診療報酬改定によって決められた新し

の視点に配慮した医療の実現。

い点数は、官報において告示として公布

（5）費用対効果の観点の導入を検討する

されます。2012年度診療報酬改定の主

など、医薬品や医療材料などの適正な

診療報酬は診療の種類・業務の内容に

と薬価等（上記②）を合わせた改定率（上

要な事項は、同年3月5日付けの官報（号

評価を行うこと。

対応して(1)医科、(2)歯科、(3)調剤の3

記の場合は＋1.38％、−1.38％で0.00

医科の診療報酬は表1のような体系・構

外）で「診療報酬の算定方法の一部を改正

今後のスケジュールとしては、2014

つに大きく分かれ、それぞれ細かな体系

％）が「全体改定率」あるいは「ネット」な

成になっていて、(1)基本診療料、(2)特

する件（厚生労働省告示76号）
「
」基本診

年度診療報酬改定に向けて、今年（2013

どと呼ばれるものです。

掲診療料に大きく分かれます。また、そ

療料の施設基準等の一部を改正する件

年）秋から中医協で集中審議が始まりま

れぞれに加算（点数）も設定されています。

（厚生労働省告示77号）
「
」特掲診療料の

が作られています。ただ、医療費の大半
は「医科」に投入されているので、特に医

しかし、完全に医薬分業を行っている

科の診療報酬については十分に理解して

医療機関、つまり外部の保険薬局に全面

基本診療料は、基本的な診療行為の費

施設基準等の一部を改正する件（厚生労

おく必要があります（表1参照）
。

的に処方せんを交付している医療機関で

用を一括して評価するものです。入院そ

働省告示78号）
」といった題名の告示が

写真 2012年度診療報酬改定について答申した中医
協・総会（2012年2月10日、正面が公益委員、右側列
が支払側委員、左側列が診療側委員。筆者撮影）

す。安倍新政権の下、消費税への対応も
含めて大変注目される集中審議になりそ
うです。
次回のテーマは「介護報酬とは」です。
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就 業 の 手 引 き

ソ ラ スト で 学 べ る 医 療 ・ 介 護 の 主 な 資 格

超高齢化社会を迎えた今、直接人の役に立てる職業と
して医療と介護の仕事が人気を集めています。この業
界での就業を目指す人のために、医療・介護系の仕事に
医療・介護の職種や仕事内容などについて説明します。

〈 第1回 〉

さまざまな場で活躍が可能な医療と介護の各職種

●ホスピタルコンシェルジュ
……患者対応能力を身につけた病院接遇のプロ
●調剤事務管理士
……調剤報酬請求事務のエキスパート
●メディカル・ケア・サポーター
……看護師をサポートする看護助手の認定資格
●ドクターズオフィスワーク・アシスト
……医師事務作業補助者の認定資格
●DPC/PDPS初級
…… DPC（医療費を包括算定する方式）による
診療報酬請求業務の専門職

■医療現場で活躍する職種

医療関連の仕事には
どのような職種が
あるのでしょうか？
A

●ホームヘルパー２級

﹇ 介 護・福 祉 系 ﹈

●医療事務管理士
……診療報酬請求業務のエキスパート

就く方法についてシリーズで紹介します。第１回目は、

﹇ 医 療 系 ﹈

医療と介護の
仕事のしくみ
&

……高齢者や障害のある方のお世話をする際に必須の資格

●ガイドヘルパー

……障害のある方などが外出する際に介助を行う専門職

●難病患者等ホームヘルパー

……「特定疾患」など難病の方のサポートを行う

●介護事務管理士

……介護報酬請求業務を担うスペシャリスト

●福祉用具専門相談員
……福祉用具の選定相談ができるアドバイザー
●高齢者傾聴士

…… SATカウンセリング技法に基づき、
「傾聴」技術を学び高齢
者とのコミュニケーション能力を高めるための資格

■医師事務作業補助者の仕事内容

医師事務作業補助者は
医療事務とは
違う職種なのですか？

スを提供する訪問介護や訪問入浴、日帰りで入浴や食事、

関や介護施設で派遣社員として働くスタイルです。働く

健康維持や機能訓練等を行うデイサービス、有料老人ホ

人にとっては、自分のライフスタイルや都合に合った働

ーム内での介護サービスなどさまざまです。なお、ホー

き方ができますし、さまざまな職場で経験を積んでキャ

ムヘルパー２級は2013年度に「介護職員初任者研修」へ

リアアップできるメリットがあります。ただ、派遣労働

移行される予定です。

については、
「派遣は一時的・臨時的なものに限られる」と

病院･診療所では、医師や看護師をはじ

A 「医師事務作業補助者」はドクターの右腕

め多くの国家資格者が働いていますが、他に

となる事務スペシャリストとして注目を集め

も多くのサポートスタッフが活躍していま

る職種です。医師には診療以外に、カルテや

す。主に病院収入の根幹をなす診療報酬の請求業務を行

処方せんの記載（入力）
、診察予約・検査日時および検査

う「医療事務」
、医師の事務作業をサポートする「医師事

結果の記録、各種診断書や証明書の作成、医療保険・介

務作業補助者」
、診療記録や診療情報の管理を行う「診療

護保険関係の文書作成、行政・公的機関に提出する報告

情報管理士」
、病棟などで看護師をサポートする「看護助

書の作成、薬剤の臨床試験（治験）のためのデータ入力や

手」
、医療機関に特化した接遇を学んで患者に対応する

統計業務など多くの仕事があります。こうした医師の事

「ホスピタルコンシェルジュ」などです。また、処方せん

務的な業務を医師の指示により事務職員が代行してサポ

A

病院・診療所や介護施設などへの就業に

の業務委託）による経営の効率化が進んでいます。働く

を元に調剤して薬を提供する調剤（保険）薬局で働く「調

ートします。医師事務作業補助者を配置する医療機関で

あたっては求人広告などをチェックして就職

人は、受託契約をしている医療機関などに人材サービス

剤薬局事務」も医療を支える職種の一つです。

は、2008年度の診療報酬改定で診療報酬上の加算が認め

活動をするのが一般的ですが、医療・介護に

会社の社員として勤務することになるので、安定した雇

られるようになりました。

■医療事務の仕事内容

医療事務は具体的に
どのような仕事を
行うのでしょうか？

■介護現場を支える職種

介護の現場には
どのような仕事が
ありますか？

いう大原則があり、いくつかの制限があります。その一

■医療・介護の仕事に就く方法

どうすれば
医療・介護の仕事に
就くことができますか？

のです。長く働きたいと思っている人にとってはこの制
限はデメリットになるでしょう。
一方、人材サービス会社が医療機関などからある部門
を一括して業務受託するケースが「請負」です。近年、と
くに病院では医療事務などのアウトソーシング（外部へ

特化した人材派遣を行っている会社に登録するのもお勧

用環境を得ることができます。

めです。医療・介護専門の会社であれば、求人情報誌や

医療・介護関連の就業支援を行っている人材サービス

一般の人材サービス会社、ハローワークなどに出されな

会社の一つが㈱ソラストです。ソラストは1965年に日本

い非公開求人も豊富にあるからです。医療機関や介護の

初の医療事務職の専門養成機関として誕生し、現在では

現場は確かな知識と技術の備わった人材を求めているの

多くの医療・介護専門職の 学習から就業まで を一貫し

で、就職活動の際にはそれぞれの職種の資格を取得する

てサポートするサービスを展開しています。詳しくは第

ことが有利になります。

３回で説明しますが、ソラストの就業サポート制度では、

A カルテに記載されている医療行為の内容

派遣社員としての就業、人材紹介、業務受託をしている

■人材サービスを活用した就業

を健康保険の点数におきかえて診療費用を計

A お年寄りや身体が不自由な方の身のまわ

算し、診療報酬明細書（レセプト）を作成す

りのお世話を行う「ホームヘルパー（訪問介

る仕事です。診療所や中小規模の病院では、医療事務は

護員）
」
、介護の指導やアドバイスを行う国家

受付や会計、カルテ管理などの業務を兼ねる場合がほと

資格の「介護福祉士（ケアワーカー）
」
、ケアプランを作成

んどです。医療事務は病医院・歯科医院以外にも、地方

し、介護サービスの適切な提供を見守る「ケアマネジャ

自治体や調剤薬局、医療費の請求を審査する審査支払機

ー（介護支援専門員）
」などがあります。ホームヘルパー

関、医療事務代行会社、健診センターなど多くの場で活

には介護についての知識と技術が要求されるため、介護

A 人材サービスには大きく２つの形態があ

躍しています。

現場で働くにはホームヘルパー２級の資格が不可欠で

ります。
「派遣」と「請負」です。
「派遣」は、人

す。その活躍の場は広く、利用者のご自宅に赴きサービ

材サービス会社が派遣契約をしている医療機
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つが、派遣は原則１年まで、最長でも３年までというも

医療・介護関連の
人材サービスとは
どういうものですか？

医療機関にソラストの社員として勤務するなどいくつか
の形態があります。
人材サービスにかかわる法律の１つ
に労働者派遣法があります。正式名称
は「労働者派遣事業の適正な運営の確
保および派遣労働者の就業条件の整備
等に関する法律」で、1986年から施行されました。この法律のも
ともとの目的は常用代替（正社員の代わりとすること）を防止する
ことにありましたが、2012年の改正で法律の目的が「派遣労働者
の保護のための法律であること」が明記されました。
人材サービスに
関する法律
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西を江戸川の渡し舟で有名な矢切の渡し、北を水戸街道に囲まれる、
「ソラ

たいのです」と鈴木さん。

スト二十世紀が丘」の所在地である松戸市三矢小台は「二十世紀梨」発祥の

鈴木さんが描く「二十世紀が丘」の将

地。閑静な住宅街に2012年8月にオープンしたばかりの同施設は、利用

来像は「医療と介護の連携」である。前

者の目線で介護に取り組む若さ溢れる在宅サービス複合施設である。

に担当していた施設で近隣病院のソー
シャルワーカーとの交流を深めてきた
ことが大きな力になっている。治療を
終えたら退院を促すのが病院として当

ソラスト二十世紀が丘

たり前の傾向のようになっているが、

「自分たちの役割を
自分たちで考えた
い」と夢をふくらま
せる鈴木亮さん

（千葉県松戸市）

受け入れる家族にとっては簡単ではな
楽しいコミュニティづ
くりを積極的に実践す
るスタッフの皆さん

い。中間施設として老人保健施設があ
るのだが、入所は至難である。医療か
ら介護にいたるまでの切れ目のない関
係作り、つまり医療と介護の連携が強
く求められているのだが、現状はまだ
まだそこまではいっていない。鈴木さ

ひと手間かけた
温かい食事サービス

ん自身も祖父の介護で同じような経験
をしたという。

若さ溢れるスタッフの夢は
「楽しいから利用する」
そんな施設に育てていくこと
2012年8月のスタート前から
高い関心を集める複合施設
千葉県松戸市に2012年8月1日にオ
ープンした「ソラスト二十世紀が丘」
。

2012年8月1日
●オープン
1
地
在
所
●
三矢小台 5- 4千葉県松戸市
8- 35 94
〒271- 00 87
FA X. 04 7- 30
95
35
8TEL. 04 7- 30
●サービス
：定員35人
通所介護）
デイサービス（
）
護
介
問
訪
（
：定員20人
ホームヘルプ
活介護）
（短期入所生
ショートステイ
）
援
成（居宅介護支
ケアプラン作

なサービスを展開している。たとえば、

手間かけて喜んでもらえたら」との心遣

デイサービスでは近くの梨畑へ梨狩り

いからである。

に行ったり、ショートステイでは職員

スタッフは可能な限り同じテーブル

イ」だ。退院しても家族の手が足りない

と一緒に簡単なおやつを作る「おやつレ

で食事をとる。いかにも「監視」してい

時に利用してもらいたいと鈴木さんは

ク」を隔週で催し、出来上がったら一緒

るという介護のスタイルを脱したいか

望んでいる。

にテーブルを囲んで食べたりしている。

らで、とりとめのない話をしながらさ

ちなみに、訪問診療に熱心な提携医

「外出レク」では、貸切バスで市川市の

りげなく食事介助をしようとの心遣い

のがん末期患者2人も「二十世紀が丘」

動植物園を訪問。今後は東京都江戸川

がなされている。

を利用中とのことである。

訪問介護と居宅介護支援事業所を備え

それには介護をサービス業としてとら

区の葛西臨海水族園、同墨田区の江戸

ており、居宅介護サービスのニーズを1

える必要があるため、スタッフにもこ

東京博物館まで足を延ばす計画もある

カ所で一度（ワンストップ）に利用でき

の点を常に強調しています。他の施設

とか。利用者にとって外出の機会はよ

るところが大きな魅力となっている。

のショートステイを利用しておられた

い刺激になっているようだ。

だったが、
「二十世紀が丘」には本人が楽
だ。
「楽しいから利用する。そんなコミ

ス。ショートステイもデイサービスも

夜7時半すぎにケアマネジャーから相談

ュニティに育てていきたい」と鈴木さん

食堂脇のミニキッチンで介護スタッフ

があって、施設に到着したのが8時過ぎ

たちスタッフの夢はふくらんでいる。

と、ショートステイ管理者の鈴木亮さ

がご飯を炊き、みそ汁も温めなおして

というケースもあったとのこと。
「ご家

「ただ与えられた機能を機械的にこな

んは言う。

給仕する。これでご飯もみそ汁も温か

族が対応できずに困っているなか、
『時

すのではなく、果たすべき役割を自分

いまま提供できることになる。次の目

間外だから』と断ったのでは何のための

たちで考え、自分たちで実践する施設

標はおかずで、近々温めなおしができ

プロかわかりません。本当に困ってい

にしたい」
。それが、若い「二十世紀が丘」

るトレーの導入を計画中である。
「ひと

るご家族のお手伝いができる施設にし

スタッフ全員の願いである。

施設1階はデイサービス施設（定員35

日に催された内覧会には地元のケアマ

と、居心地がいいからとリピーターに

人）があり、広いフロアには食堂、軽い

ネジャーをはじめとする福祉関係者、

なる方が多いのが一番うれしいですね」

ストレッチから低負荷で行える筋力ト

利用者や家族延べ約250人が見学に訪

レーニングマシンなど利用者の身体能

れ、関心の高さがうかがえた。オープ

力に合わせたリハビリが行えるフィッ

ンからわずか4カ月余りで、デイサービ

トネスルーム、そして大浴場と機械浴

スは約60％、ショートステイは約90％

スタート直後から高い稼働率を記録し

室などがゆったりと機能的に配置され

の稼働率を誇っている。

ているのも「二十世紀が丘」がめざす介

実際、内覧会に多くの見学者が訪れ、

「困っている方の力になりたい、誰か

護の方向性と地域住民のニーズがマッ

2階は定員10人×2ユニットのショー

らも使いやすいと言ってもらえる場所

チしているからだと思われる。

トステイ施設。プライバシーに配慮し

でありたいと考え、利用者さまへの接

「介護を担っておられるご家族は50代

た全室完全個室となっている。さらに、

遇、態度に何よりも心を砕いています。

から60代の方が多く、この方たちは介
護をサービスとしてとらえ評価します。
そこを意識してサービス提供にあたっ
ている点が他の施設との差別化になっ
ているのではないでしょうか」と鈴木さ
んは指摘する。
「おやつレク」
「外出レク」など
ユニークなサービスを提供
「二十世紀が丘」は既存の枠にとらわ
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都合でお年寄りを 預ける ための施設
しいから利用するという方もいるそう

もう一つの大きな特徴は食事サービ

落ち着いた色調の
エントランス

お手伝いができる施設

ショートステイはこれまで、家族の

「二十世紀が丘」は「緊急」のショート

方でも、一度ここを利用していただく

利用者の身体能力に合わせたリハビリが
できるフィットネスルーム

本当に困っているご家族の

ステイ受け入れにも力を入れている。

オープン直前の2012年7月12〜14

ている。

そこで鈴木さんがめざしているのが
「老健施設のように使えるショートステ

れないレクリエーションなどユニーク

利用者
の声

感じの良いスタッフの皆さんが魅力
ソラスト二十世紀が丘を利用させていただいて2カ

スタッフ
の声

お客さまの笑顔は私たちの笑顔で
毎月1回、ご希望を採り入れた外出の日を設けてい

月になります。自分でも家事はできますが、スタッフ

ます。オープンした昨年8月には近隣の農家で梨狩り、

の皆さん、とても教育が行き届いていて、感じの良い

9月はバスで帝釈天。前の職場は特別養護老人ホーム

方ばかりなので施設を訪れるのがとても楽しみになり

（特養）ですが、当施設では、やりたい仕事が自分た

ました。ここのおかげでお友達もできました。温かい

ちの創意工夫でやれるので、ワクワク、楽しみながら

食事もとても楽しみです。これからはデイサービスの

仕事をしています。利用者さまに笑顔で帰っていただ

利用を増やして、リハビリに力を入

くために、私たち自身も笑顔でいら

れてみようと考えています。

れる環境づくりをいつも心がけてい
ます。

豊田とみさん（76歳）
［ショートステイとデイサービスを利用］

脇田紀隆さん
デイサービス管理者
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──ケアマネジャーになった動機を教えてく

だいて申し訳ない。他人に迷惑をかけない
で生きてきたから、自分のことができなく

ださい。

坂本 私はそれまで歯科衛生士だったので

なるのはとてもつらい」とお考えになって

すが、結婚・出産で一時現場を離れました。

いる利用者の方も少なからずいらっしゃい

しばらくして再就職した歯科医院の先生に

ます。

勧められたのが契機で介護支援専門員の試

──医療と介護の連携はケアマネジャーが要

験を受けました。1998年の第1回目の試験

といわれています。

坂本 難しいテーマですね。正しい医療情

でした。

本音の部分が見えてくると
信頼関係が生まれてきます

高齢者の介護に関心がありましたので、

報がないと最適なケアプランが立てられま
せんから、訪問診療に立ち会わせていただ
くなどしてドクターから直接お話をお聞き
するよう努めています。寝たきりの方には、
在宅医療、介護サービスのほかに生活必需
品の配達、出張理美容からゴミ収集まで、
あらゆるサービスが提供されなければ生活
は成り立ちません。地域社会にあるすべて
の資源を活用して連携ができるよう微力で
すががんばっているところです。
──ケアマネジャーになってよかったと思う
のはどんなときですか。

坂本 もちろん、かかわり始めた時より利
用者さまがお元気になられたときですね。
笑顔が見られたらうれしいですし、その方
らしいこだわりが見えたときもうれしく思
います。一方、利用者さまの気持ちをつか
む前にサービスが終わってしまったときは
とても心残りです。でも、その方なりの人

坂本 聖子さん

生の閉じ方を少しでも支援できれば、ご本
人にもご家族にもよかったと思ってもらえ
るのではないでしょうか。そんなときは、
「この経験を次の出会いに生かそう」と自分

株式会社ソラスト 居宅介護支
援事業所ソラスト横浜主任介護
支援専門員（社会福祉士、介護
福祉士、歯科衛生士）
日本女子衛生短期大学卒業、歯
科医院勤務。結婚・出産で一時
離職。1998年、歯科医院勤務
に復帰。介護支援専門員試験に
合格後、 介護施設に勤務。03
年、株式会社日本医療事務セン
ター（現 株式会社ソラスト）入
職、現在に至る。
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その後、デイサービスの事業所に勤めまし

に言い聞かせています。

たが、ケアマネジャーの資格を持っている

──利用者の方とどのようにかかわっていく

だけで介護の経験がないことに限界を感じ、

のが理想だとお考えですか。

介護福祉士の資格にもチャレンジしました。

坂本 介護保険の枠を超えてかかわってい

──ケアプランを立てるとき最も配慮される

ければいいのですが、今の制度では、提供

ことは？

事業者のサービスでなければケアプランが

坂本 大事なのは信頼関係をつくり、利用

作れませんし、報酬もいただけません。介

者さまの本音を聞き出すことだと思いま

護保険のサービスを使わなくても高齢者の

す。その方の人生へのこだわりは何かを考

生活を支えられたらというのが理想です。

えると、本音の部分が見えてくることがあ

まだ体の自由が利くときからかかわりを持

ります。それが一つでも理解できると、信

って、生活に支障をきたし始めたら介護保

頼関係が生まれてきます。そのためには、

険の利用法をアドバイスするような関係が

その方を好きになって、どのようなことを

できればうれしいですね。そして、これは

大切にして生きてこられたのかを考えるこ

夢のまた夢ですが、アフリカで介護の仕事

とが大事だと思います。
「こんなにしていた

がしてみたい！
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