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院内完結から地域完結を目指して

急性期病院と地域医療連携

ー

近

年︑日本では院内完結型医療から
地域完結型医療への移行が重要課題になっています︒
地域の医療水準を高いレベルで維持するためには︑
連携によってニーズに合った医療提供体制を
作っていくほかはありません︒

︵特集﹁ソラスト インタビュー﹂北村 宏氏︑ ６︶
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今

後は加速する在宅医療への流れの中で、
患者さんのご自宅を病床の１つと考えて
活用していく視点が必要になります。
終末期医療や緩和ケアに、急性期病院として
どのようにかかわっていくかも考えなければなりません。
（特集「ソラスト リポート」鈴木昌八氏、P10）

特集

急性期病院と地域医療連携
──院内完結から地域完結を目指して

中

︶

（「追跡：２０１４年度診療報酬が決定するまで」
牧 潤二氏、P12）

「院内完結型医療から地域完結型医療へ」
をテーマに、医療機能の再構築が推

病
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院の役割分担の意義が患者さんに
十分理解されないまま地域連携が進み︑
退院が促進されると︑ どうしても
＂見捨てられ感＂を持つ人が出てしまいます︒
そうならないように︵中略︶わかりやすい
連携体制を構築していきたい︒

言葉から

︵ 特集﹁ソラスト リポート﹂鈴木清美氏︑

今 号 の

医協で議論された改定に
至るまでの内容を知ることは、
医療保険制度の全体像、
診療報酬の課題・今後の展開を
知る上で参考になるはずだ。

進されており、超急性期医療から在宅医療、在宅
（施設）
介護に至るまでのシ

ームレスな関係づくりが今強く求められている。ここでは、急性期病院
（磐田
市立総合病院）
が主導する地域医療連携構築の意義と取り組みを紹介する。

ソラスト インタビュー

住

4

北村 宏氏

地域の基幹病院としてネットワークづくりを推進し
使命感を持って地域医療連携をリード
ソラスト リポート

8

● 磐田市立総合病院
（静岡県 磐田市）

検査だけでなく診察からの依頼を基本に
紹介患者の半数以上を磐田市立総合病院に
● 山﨑医院
（静岡県 磐田市）

2014 年度診療報酬が決定するまで

︶

追跡DOCUMENT

12

ドキュメント在宅医

16

荒井 康之氏

ソラちゃんの
ほのぼの介護

18

もっと利用者さんと向き合わなくっちゃ

医療ジャーナリスト 牧 潤二

連載

み慣れたところで落ち着いて過ごせること。高齢者にとって

こんな幸せなことはないのではないでしょうか。

私は2004年に父を病院で見送ったのですが、
もし今だったら、間違いなく在宅ケアを選んでいると思います。
（「こんにちは！ケアマネさん」相川直美さん、P22）

こ

こは都心や新興住宅地と違って、

あしたを元気に！
ソラスト施設 訪問記

20

そういった方々が住み慣れた土地で自立して暮らすことを
支援できるところにやりがいを感じます。

（「ソラスト施設訪問記」渡邉和哉さん、P20）

医療法人アスムス 生きいき診療所・ゆうき 院長

今回の体験談 K.Sさん
（ヘルパー）

一人ひとりの思いを尊重し
友人や隣人をもてなすような
温かな気持ちでサービスを提供
ソラスト草加（埼玉県 草加市）

地域への思い入れの強い方が多いように感じます。

2

医療機関の役割分担と連携を基本に
患者さんが利用しやすい医療環境を
構築することが重要です
磐田市立総合病院 病院事業管理者

こ

︵﹁ドキュメント 在宅医﹂荒井康之氏︑

︵太田秀樹・医療法人アスムス
理事長の訪問診療を見学して︶
んなに穏やかで笑顔溢れる
医療現場があるのかと︑
目からウロコでした︒

P
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C O N T E N T S

こんにちは！ ケアマネさん

22

相川 直美さん

株式会社ソラスト ソラスト竹ノ塚 居宅介護支援事業所 管理者
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ソラスト インタビュー

─この人に聞きたい
急性期病院と地域医療連携
―― 院内完結から地域完結を目指して
地域包括ケアシステムの構築が急がれるなか、医療機関の機能分担と連携はこれまで以上に大きな課題となっている。
特に自治体病院には、中核病院として良質の医療を提供するとともに、連携においてリーダーシップを発揮し、地域の
医療を支え続けることが求められている。2003 年４月以降、磐田市立総合病院院長、同病院事業管理者を歴任し、同
院の経営改革を進めながら、所属する中東遠保健医療圏の連携システムづくりに力を入れてきた北村宏氏に、これから
の地域連携のあり方について語っていただいた。

北村 宏

磐田市立総合病院 病院事業管理者

医療機関の役割分担と連携を基本に
患者さんが利用しやすい医療環境を
構築することが重要です

保が欠かせません。そこで取り組んでいるのが検査や治

経営方針の要は、患者さんに
選ばれる病院になること。

療のための高度医療機器の導入です。多くの診療科で利

これに尽きます

CTなどを採用していますし、がん治療に用いる世界最

用する検査機器としては最新型の320列マルチスライス
高性能を誇る放射線治療装置「ノバリスTx」も２台配備

─ 最初に、磐田市立総合病院の経営形態・経営方針を

しています。専門医はこうした充実した医療環境を求め

ご紹介いただけますか。

ているので、当院に赴任する強い動機になっています。

北村 当院は2008年４月、地方公営企業法・全部適用病

─ 臨床研修施設としての人気も高いと聞いています。

院になりました。全適病院になると、経営者である病院

北村 臨床研修医の定員は10名（2014年度より12名）で、

事業管理者の責任が明確化され、予算立案権や職員の人

毎年フルマッチし、うち半数以上は当院にそのまま就職

事権などが与えられます。当院では、私が病院長に就任

してくれています。10年前の67名に対し、現在は臨床研

した2003年４月から積極的に経営改革を進め、2005年に

修医も含めて145名の医師が在籍。この春には160名近く

は磐田市の条例にあった短期任用職員の制度を利用し

になる予定です。

て、民間企業である日本医療事務センター（現ソラスト）

─ これまで意欲的に取り組んでこられた病院改革の賜

から医療事務・経営のスペシャリストを招聘して経営企

物ですね。

画室を立ち上げるなどさまざまな取り組みを行った結

北村 改革は１人ではできません。当院では2006年、向

果、状況がかなり好転しました。そこで、より柔軟に改

こう10年間を見据えた「中長期経営計画」を打ち出し小冊

革を進めていきたいと考え、全適病院の指定を受けたの

子にまとめて職員全員で共有してきました。ここに書か

です。

れた課題や目指すべき方向性を職員がよく理解し、実行

経営方針は病院の使命と大きく関係しています。経営
形態がどのようであっても、自治体病院である以上、市

してきてくれたからこそ、いまの磐田市立総合病院があ
るのだと感謝しています。

民の方々に安心・安全で、良質な医療を提供することが
最大の使命です。この使命を果たすために救急や周産期
といったいわゆる不採算部門にも力を入れています。こ
うした政策医療については総務省規定の繰入金を利用し

業務改善活動の５Ｓが職員に深く浸透
「物品」はほぼ完了、次は「業務」の
５Ｓです

ていますが、その他は病院の独立採算です。経営は毎年

氏

黒字を計上するなど順調に推移しています。

─ 病院改革の１つとして、2007年度から推進されて

─ 黒字を維持されている主要因はどのようなことですか。

きた５Ｓ活動の目的や成果を教えてください。

北村

患者さんに選ばれる病院になること。これに尽き

北村 ７年ほど前のこと、院内医療安全研修会の講師と

ます。選ばれるために、週1回の管理者会議、月１回の経

してきていただいた専門家の方から、医療安全策の一環

営会議などで、患者さんにとって良い病院、わかりやす

として５Ｓを勧められました。５Ｓとは、整理、整頓、

い病院とは何か、どうしたら目的を達することができるか

清掃、清潔、躾を推進することで、事故のない職場環境

といったことを多部門で話し合い、改善を重ねています。

づくりや、事務の効率化、不良在庫処理によるコスト削

また、良質な医療を提供するためには良質な医師の確

減などを実現する一般企業の改善手法で、病院において
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ソラスト インタビュー

急性期病院と地域医療連携
―― 院内完結から地域完結を目指して

もヒューマンエラーの削減や医療事故防止、時間やスペ

よってニーズに合った医療提供体制を作っていくほかは

ースの有効活用などにつながる――というものです。

ありません。そのためには自院のことだけを考えてはい

この話を聞いた私は当院への導入を即決し、率先して

られません。医療機関同士が協力してそれぞれの役割を

院長室の整理整頓を行いました。翌年には５Ｓ委員会を

果たしていくことが重要なのです。たとえば当院のよう

組織、2008年からは年に1回、ポスター形式の発表会を

な急性期病院がその機能を十分に発揮するためには、急

実施し優れた取り組みを表彰するなど、思った以上にス

性期を過ぎた患者さんの受皿が欠かせません。そこで行

ピーディーに活動が進みました。この５Ｓでは、たとえ

政などに働きかけて、療養病床を整備していただき、後

ば各部署に設置してある救急用のカートは何段目の引き

方連携を推進しているところです。

出しのどこに何が入っているかまで統一しています。病

前方連携、すなわち開業医との連携については、圏内

棟のキャビネットなども同様で、患者さんの急変時の対

にある４つの医師会（磐田市医師会、磐周医師会、小笠

応がスムーズに行える、スタッフの仕事へのモチベーシ

医師会、磐周歯科医師会）と合同で年に２回、
「地域医療

ョンが高まるなど効果を得ています。

連携運営会議」を開催し、意見交換をしながら進めてい

─ この５Ｓは評価が高く、
視察も相次いでいるようですね。

ます。さらに、地域住民や学識経験者などの意見を聞く

北村

2007年から2012年までの５年間で67件の視察を

「磐田市立総合病院運営懇話会」を組織するなど、さまざ

受け入れました。日本はもとより、スウェーデン、アメ

まな立場の方と連携・協同して病院づくり、地域づくり

リカ、最近はアフリカの国からも見学にこられました。

を進めています。

─ 一定以上の成果を得られた５Ｓ活動ですが、今後の

─ 地域の医療連携において、開業医の先生方にはどの

目標を教えていただけますか。

ような役割を期待されていますか。

北村 物品の５Ｓはほぼ成し遂げましたので、あとは業

北村 厚生労働省は近年、在宅医療へのシフトを強力に

に「静岡家庭医養成プログラム」を稼働させています。こ

固にしていければと思います。

務の５Ｓです。各部門が行っている日頃の業務が効率的

推進しており、開業医の在宅医療への参入はもはや避け

れは、家庭医療の先進国であるアメリカにあってトップ

─ 最後に、理想の地域連携とはどのようなものか、また

であるかどうか、本当に患者さんのためになっているか

ては通れません。当院の医師も、神経難病など専門知識

クラスの家庭医療学科を持つミシガン大学の協力を得て

実現するためにどのようしたらいいのかについて教えてい

どうかを改めて検証し、改善できるところは積極的に改

や技術の必要な患者さんの在宅医療は行っていますが、

立ち上げたもので、小児から周産期、高齢者医療まで含

ただけますか。

善していくつもりです。すでに５Ｓを強く意識した業務

一般的な在宅医療についてはぜひ、医師会を中心に、か

めた地域医療に従事しながら専門医の資格取得も目指す

北村 やはり、医療機関の役割分担と連携を基本に、誰

改善活動も多数報告されており、５Ｓの意識が職員に深

かりつけの先生方に進めていただきたいと思います。

ことができるプログラムです。後期研修医は家庭医療セ

が見てもわかるような明確なシステムを作って、患者さ

ンターで仕事に従事しながら、専門的な研修は主に当院

んが利用しやすい医療環境を構築することだと思います。

く浸透したことを感じています。

地域の皆さんが安心できる形で在宅医療を提供するた

整理整頓の行き届いた環境を維持し、重大事故を起こ

めには、各診療所がそれぞれ単独で行うだけでは限界が

で行うわけです。

そのためにも、ごく一般的な疾患に関しては地域連携パ

さないこと。これも地域からの信頼を得るためにはとて

あります。診療所と診療所が連携し、複数の医師で１人

─ 地域の医師確保にもつながりますね。

スが有用なので、当院では糖尿病や腰痛の連携パスを作

も重要なことです。

の患者さんを診ていくような仕組みづくりが必要です。

北村 当院が所属する中東遠保健医療圏
（磐田市、掛川市、

り、活用に向けて準備を進めています。

医師会のリーダーシップに期待したいと思います。

袋井市、御前崎市、菊川市、森町）はもともと医師数が

さらに中東遠地域に限って言えば、現在ある自治体病

少ないのですが、中でも森町、菊川市は医師不足が深刻

院の経営を統合し、人材交流なども自由に行える環境が

地域で育てて医師不足を解消し
定着していただく仕組みづくりが

です。こうした地域ではせっかく医師が赴任しても、あ

作れたらと思っています。そうすれば、地域の持ってい

まりの忙しさに疲弊して去ってしまうケースが多々あり

る医師、コメディカル、医療機器、財源などを最大限活

重要です

ます。そこで、何かあったらまず家庭医療センターを受

かし切ることができるはずです。今後も関係機関と話し

診し、必要があれば病院を受診するといった患者さんの

合いを重ね、より良い医療体制の構築に、力を注いでい

地域の医療水準を
高いレベルで維持するためには
医療機関の連携が必要不可欠です
─ 先生は磐田市立総合病院を生まれ変わらせただけで
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1970年、名古屋大学医学部卒業。磐田市
立総合病院外科、副病院長を経て2003
年４月、病院長となり経営改革に着手。
2008年４月、地方公営企業法全部適用
に伴い病院事業管理者（病院長兼任）に
就任。2012年より病院事業管理者専任。
日本消化器外科学会指導医。全国自治体
病院協議会理事なども務める。

なく地域の医療体制づくりにも尽力されています。

─ 地域で医師を育てる取り組みも意欲的に推進されて

流れをつくり、医師の負担を分散しようと考えました。

きたいと思います。

北村 周知のとおり近年、日本では院内完結型医療から

います。

そうやって多くの医師に定着していただくことが、地域

─ 本日は、病院の改革や、地域連携に積極的に取り組

地域完結型医療への移行が重要課題になっています。地

北村 2010年に近隣の森町、菊川市と共同で「家庭医療

の医療を維持するためには必要です。将来的には家庭医

む自治体病院の長としてのお立場から、貴重なお話をあり

域の医療水準を高いレベルで維持するためには、連携に

センター」をつくりましたが、ここで後期研修医を対象

療センターを複数に増やし、地域の医療体制をさらに強

がとうございました。
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急性期病院と
地域医療連携 ❷

多様な機能を持ち存在感のある磐田市立総合病院
磐田市のイメージキャラクター、
「しっぺい」を採用し、相談支
援センターを親しみやすく紹介

静岡県
磐田市

ソ ラ ストリ ポ

ート

するポスター

01

磐田市立総合

病院

鈴木 昌八
病院長

地域の基幹病院として
ネットワークづくりを推進し
使命感を持って地域医療連携をリード

単位人口あたりの医師数が全国で 40 番目と少ない静岡県。その中でも、特に医師不足が
深刻といわれる中東遠保健医療圏。こうした厳しい環境にあって、磐田市内だけでなく同
医療圏の基幹病院として幅広い機能を発揮している磐田市立総合病院。医師会や行政、介
護事業所などを巻き込んださまざまな活動を主催しているほか、５大がんに加えて８つの

予約制で入院患者
の相 談に応じる相
談支援センタースタ
ッフの皆さん

疾患の地域連携パス開発を中心になって進めるなど地域医療のリーダー的存在だ。同院が
取り組む地域医療のネットワークづくりを紹介する。

質の高い医療提供を使命に
基幹病院として地域医療を支える

主に紹介業務を担当する地域医療連携室（奥）
には
患者や家族が入れ替わり立ち替わりやってくる

らは特に多くの患者さんを受け入れていま

携、
後方連携、
介護を含めた地域全体の連

傾向にある。地域医療支援病院の要件が

の背景には
「磐田市立総合病院をよく知っ

す」
と、
現状を紹介する。

携、
さらにはしっかり役立つ情報提供まで含

より厳しくなる可能性も視野に入れ、
鈴木室

てもらうことがスムーズな連携につながる」
と

めた取り組みの重要性を意識して名称を改

長は
「今後はこの数字をさらに高めていきた

の考えがある。

めました」
と説明する。

い」
と力をこめる。

圏内にはほかに、
掛川市と袋井市で設立

磐田市立総合病院は国民健康保険組

した中東遠総合医療センター
（500床）
、市

合立磐田病院として1946年に開設。
その

立御前崎総合病院
（199床）
、菊川市立総

後、幾度かの組織再編、新築移転などを経

地域の医療機関と連携パスを作成

地域医療連携室の人員体制は、保健師

また、
市民への情報提供も重視しており、

合病院
（260床）
、公立森町病院
（131床）

で医事課参事でもある室長の鈴木清美氏

2012年度からは市民公開講座
（年２回）
、

て現在の形に発展した。33の診療科と500

という４つの自治体病院があるが、
このうち

以下事務４名、
紹介業務を担当する株式会

出前健康講座を実施
（2012年度実績で年

実際の医療連携には圏内の医療機関と

床のベッド、775名の職員を擁する急性期

磐田市立総合病院と同等の機能や規模を

社ソラストの委託職員が４名。ほかに地域

間26回、
2013年度は対象を企業にも広げ

共同で作成した地域連携パスを活用してい

病院で、
健診センターも併設。2007年に地

持つのが中東遠総合医療センター。
「中東

医療連携室所属の相談支援センターに退

て年間42回）。内容は日頃の健康管理や

る。
５大がんについては早くから連携パスが

域周産期母子医療センター、2009年に救

遠総合医療センターは圏内東部にあるので

院支援を担当する看護師が1.5名、
MSW５

受診への啓発、
スポーツドリンクの利用法や

稼働。
さらに糖尿病、肝炎、心筋梗塞、
がん

命救急センター、2010年に地域がん診療

東部エリアの患者さん、当院が西部エリア

名が所属している。

高齢者介助の講義・実技など多岐にわた

の骨転移、COPD
（慢性閉塞性肺疾患）
、

連携拠点病院に指定された。2011年には

の患者さんという具合に、
ともに基幹病院と

「地域医療連携室の主な業務は紹介・逆

り、病院の機能分担や紹介・逆紹介のシス

腰部脊柱管狭窄症、CKD
（慢性腎臓病）
、

中東遠保健医療圏
（磐田市、
掛川市、
袋井

して、地域の医療を支えているような状況で

紹介に関するもので、
現在、
特に力を入れて

テムなどについても繰り返し説明して理解を

うつ病など８疾患のパスが完成しつつあり、
う

市、
御前崎市、
菊川市、
森町）
で初めて地域

す」
と、
鈴木病院長は言う。

いるのは逆紹介に伴う当院の医師から地域

促しているという。

ち５疾患については間もなく運用を開始する

医療支援病院の承認も受けている。
鈴木昌八病院長は、
「 磐田市内だけでな
く、
47万5,000人の人口を抱える中東遠地

8

鈴木 清美
地域医療連携室 室長
保健師・医事課参事

紹介・逆紹介を中心に連携を推進
市民に向けた情報発信も活発化

退院後のスムーズな流れを促す

予定だ。

のかかりつけ医への情報提供です。全診療

開業医への情報提供の一環としては、

科の医師に報告書の作成・提供を呼びかけ

2014年３月に初めて病院見学会を実施。

鈴木病院長は、
「稼働前に地域の医師た

ていますが、医療秘書の協力を得ながら、
９

これは地域の医師会向けアンケートで多く

ちの意見聴取を行い、
それを反映させるこ

域全体に質の高い医療を届けるのが当院

連携室の開設は2003年９月。当時は

割以上の医師が遅滞のない報告書作成を

寄せられた希望に応えたもの。ほかに
「地域

と、
主治医から患者さんにパスの意味を繰り

の使命です」
と、
地域における同院の役割を

「病診連携」
をうたっていたが、時代の流れ

実行してくれています」
と鈴木室長。同院の

医療連携運営会議」
を医師会員とともに組

返し伝えることも大事です」
と、地域連携パ

紹介。
さらに、
「 当院は医療圏のなかでも西

に即して2007年から
「地域医療連携室」
の

紹介率は約70％、
逆紹介率が60％強
（とも

織し、同院への要望などを直接聞いて、病

スの開発・運用のポイントを話す。

部に位置しているので、
圏内の西側エリアか

名称を掲げている。鈴木病院長は、
「前方連

に2014年１月実績）
で、近年はとくに上昇

院改革や連携体制づくりに活かしている。
そ

各地域連携パスは、
ほとんどが手帳とマ
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清美室長、同室の天野宜委氏
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山﨑医院の前で話をする山﨑院長と、磐
田市立総合病院地域医療連携室の鈴木

圏域内病院
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検査だけでなく診察からの依頼を基本に
紹介患者の半数以上を磐田市立総合病院に
1932年、磐田市立総合病院から約

ニュアル、
カルテのセッ
トで、
患者が手帳を持

宅医療連携ワーキンググループ」
にも参加。

医療連携体制推進事業」
がきっかけだった

より良い連携に向けての課題としては、

15km南方、
天竜川を挟んで浜松市に隣接

という。情 報 提 供や啓 発 活 動に始まり、

地域連携パスのさらなる活用と改善を挙げ、

ち歩くことで診療スケジュールを管理し、
医療

「在宅医療連携勉強会」
と
「在宅医療連携

する磐田市十郎島に開業した山﨑医院。

2008年には４疾病５事業の連携パスづく

「パスの最大の意義は患者さんの安心感。

者それぞれが情報を共有する仕組みとなって

ワーキンググループ」の両方に参加している

1958年に２代目へ、
1988年に３代目の山

りにも着手。事業を終えた後も連携パスづく

それを維持しながら、医師にとっても使い勝

いる。

メンバーは開業医にも複数おり、地域連携

﨑晃現院長へと代替わりしてきたが、
そのつ

りは続き、
対象疾患も広がっている。

手の良いものにしていかなければなりませ

の相乗効果も期待されている。

ど往診を含めた地域医療に取り組む姿勢を

山﨑院長は、
磐田市立総合病院をよく知

ん」
と指摘。
また、担い手が不足している在

継承してきた。
「年齢も診療科も幅広く、
な

り、
協力し合っている立場から、
同院について

宅医療に関しては、
「まずはいま在宅医療

かには３代にわたって診ている患者さん家

「近年、
急速に機能や質を高めてきており、

に取り組んでいる医師や看護師がより活動

族もいます。最近はやはり高齢の患者さん

専門性の高い医師も増えました。当院は浜

しやすい環境をつくること。
それによって新し

が多く、
認知症やロコモティブシンドロームも

松に近いこともあり、
以前は患者さんの約７

く在宅に参入してくれる人材が増えてくれれ

が進み、退院が促進されると、
どうしても
“見

目立ちます。
この辺りの古い診療所はほとん

割を浜松の病院に紹介していましたが、最

ば」
と期待する。

捨てられ感”
を持つ人が出てしまいます。
そう

どが同じような状況ではないでしょうか」
と、

近は通院手段にも考慮しながら半数以上

地域連携パスの成果分析はこれからだ
が、
大腿骨頸部骨折の連携パスについて

2013年７月からは、
静岡県全域を対象と

は、
稼働前と後を比べてADLが高まった患者

した、
基幹病院とかかりつけ医を結ぶ地域医

が多いこと、
また、
肝がんについては、
患者の

療連携システム
「ふじのくにねっと」
の運用も

家族の負担軽減につながっていることなどが

開始。
ウエブを利用して患者の診療情報を

アンケート調査によって明らかになっている。

共有するこのシステムについて鈴木室長は、

鈴木室長は、
地域連携パスについて
「患者

「いまのところはまだ利用されている開業医は

地域の関係者を集めて年に３回実施している
「在宅医療連携勉強会」の様子

さらに、
「できれば磐田市立総合病院の

さんの退院後、
すぐに在宅医療につなげら

少ないのですが、
理解と活用が進めば今後、

ならないように、
地道な説明を重ねて、
患者さ

地域の医療状況を紹介する山﨑院長。訪

を磐田市立総合病院に紹介しています」

中にも在宅部門をつくり、緩和ケアなどの

れるのも普段から地域連携パスでつながっ

強力な連携ツールになると思います」
と期待

んに受け入れていただけるようなわかりやす

問診療は、高齢者施設などが増えたことも

と、
連携の状況を紹介する。

専門技術を在宅の現場でも活かしてほし

ているからです」
と、退院後のスムーズな流

する。

い連携体制を構築していきたい」
と、
連携の

あって以前より減少、10件余りで推移して

山﨑院長が患者を病院に紹介する場合

い」
と言い、
「 全国的にも高い診療レベルを

留意点、
これからの展望を語る。

いるという。主に昼休みを使って地域を回っ

には検査だけでなく診察から依頼するのが

持つこの病院に在宅部門ができれば、
こん

ているが、
山﨑院長はほかにも特別養護老

基本だ。
「せっかくのチャンスですから、
病院

なに心強いことはない。家庭医の育成も始

人ホームの配置医師を務めている。

の医師にも患者さんを診ていただき、
そのう

めておられるので、
あとは育った人材が地域

れを促すパスの運用メリットを語る。

介護施設との連携の軸は、関係者で組
織する
「介護施設との連絡会」
だ。年２回実

鈴木病院長は、
「 今後は加速する在宅医

施する会合で意見や情報の交換を行うなど

療への流れの中で、患者さんのご自宅を病

ネットワークを強化。
さらに最近、
市民が中心

床の１つと考えて活用していく視点が必要に

磐田市立総合病院との連携の歴史も古

えで必要な検査をしたほうが、
私も患者さん

に定着し、
在宅医療も含めて活動してくれる

となって地域の医療をより良くする目的で結

なります。終末期医療や緩和ケアに、急性

く、紹介・逆紹介は習慣的に行っている。
ま

も安心ですから」
というのがその理由。ただ

ことを願うばかりです」
と期待をこめる。続け

2012年から年に３回、地域の関係者100

成された
「地域医療いわた」
との交流を積極

期病院としてどのようにかかわっていくかも考

た、
1990年頃始まった病院主催の診療科

し、
自らの見立てでほぼ診断がついている

て、
「いずれにしても、
関係機関や医療施設

名前後が集まる
「在宅医療連携勉強会」
を

的に図ることで、患者目線の意見を採り入

えなければなりません」
と課題を指摘しながら

別症例検討会には当初から参加しており、

場合には、CTやMRIなど病院が所有する

がどのように連携すれば患者さんにとって

開いており、高齢者医療やケアに関する学

れ、
市民に支持される病院づくりを構築する

将来の連携のあり方を真摯に見据える。

それぞれの医師の得意分野や人柄を熟知

高度検査機器による検査のみを受け、
その

一番良いのかという視点が大変重要です。

習のほか、制度や体制に関する問題点の

ための取り組みも始めている。

したうえで連携できる関係も構築済みだ。

上で確定診断を行うのも良い方法だと考え

そのために、
できることは積極的に協力して

こうした個別の連携を、
システム化して地

ている。
「いまは検査結果だけでなく、病院

いきたい」
と、地域づくりの未来を見つめる

域全体に広げる取り組みが本格化したの

の医師の診断や意見を書類で提供してくれ

山﨑院長。今後の展開が大いに期待され

は2006年にスタートした
「磐田市における

るので、
とても参考になります」
と言う。

る。

患者目線を積極的に採り入れ
市民に支持される病院づくりに挑戦
いま注目を集める在宅医療に関しては、

抽出、情報交換などを重ねている。
また、地

鈴木室長は
「病院の役割分担の意義が

域医療連携室のスタッフは行政主導の
「在

患者さんに十分理解されないまま地域連携
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地域の基幹病院として医療連携をリード
する磐田市立総合病院。
その挑戦はまだま
だ続く。
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追跡

DOCUMENT

2014年度診療報酬が
決定するまで

図表１ 2014年度診療報酬改定の答申に至るまでの主な動き
○2012年
2月10日 中医協が2012年度診療報酬改定について答申

		 設置、第1回分科会

厚生労働省の中央社会保険医療協議会（中医協）は2014（平成26）年2月12日、2014年度診療報酬改定の
診療・介護報酬」

を連載してきた関係で、ここでは単なる点数の解説ではなく、答申に至る経緯、今回改定の特徴、事務関係者に
特に興味の深い医師事務作業補助者について、中医協の審議をすべて傍聴した立場から、一連の流れを紹介して
みたい。中医協で議論された改定に至るまでの内容を知ることは、医療保険制度の全体像、診療報酬の課題・今後
の展開を知る上で参考になるはずだ。

医療ジャーナリスト 牧 潤二

写真1
中医協が2014年度
診療報酬改定につ
いて答申
（2014年2月12日、
中医協・総会）

写真２
赤石清美・厚生労働大臣
政務官（右）に答申書を
渡す森田朗・中医協会長
（2014年2月12日、
中医協・総会）

○2013年
6月14日 政府が「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」など閣議決定、
		 関係9大臣が「健康・医療戦略」を申し合わせ
8月2日 政府が健康・医療戦略推進本部の設置を閣議決定
8月6日 政府の社会保障制度改革国民会議が報告書取りまとめ
11月6日 中医協総会で第19回医療経済実態調査の報告
11月13日 中医協が2014年度診療報酬改定に向けて集中審議開始、
		 週2回開催へ
		 2014年度診療報酬改定の基本方針を取りまとめ
12月20日 政府が2014年度診療報酬改定での改定率を決定
○2014年
2月5日
		
2月12日
3月5日
		
		

中医協・総会で「消費税率８％への引上げに伴う対応」について
公益委員が裁定
中医協が2014年度診療報酬改定について答申
厚生労働省が2014年度診療報酬改定での
主要な部分の告示、同省保険局が関連の通知を発出、
2014年度診療報酬改定説明会を開催

これにより、診療報酬改定の大枠が決まった。全体改定率は
＋0.10％で、診療報酬（本体）は＋0.73％（うち消費税率引き

◎ 2013年11月～12月

中医協で集中審議

定に基づいて、社会保障審議会医療保険部会と同医療部会が
約4カ月の議論を経て2013年12月6日、
「平成26年度診療報
酬改定の基本方針」を取りまとめた。
同基本方針では、重点課題として「医療機関の機能分化･強

政府が決めた改定率、
「平成26年度診療報酬改定の基本方
針」の範囲内で個別の診療報酬について審議・決定するのが、

充実が求められる分野を適切に評価していく視点、②患者等

すべて項目について審議しているわけではない。実際、診療

から見て分かりやすく納得でき、安心・安全で質の高い医療を

報酬点数表での項目は約5,000あるといわれており、その一

法学部教授）である。社会保険医療協議会法に基づき、保険者

実現する視点、③医療従事者の負担を軽減する視点、④効率

つひとつを中医協で審議している時間はない。

や患者・国民を代表する者など支払側の委員（1号委員）が7名、

化余地がある分野を適正化する視点――を掲げている。

そのような現実を踏まえて、中医協の事務局（厚生労働省保

医師・歯科医師・薬剤師や病院団体を代表する診療側の委員（2

今回は、
「消費税率8％への引上げに伴う対応」についても基

険局）が診療報酬改定の前年10月～12月頃に、診療報酬の主

号委員）が7名、大学教授など有識者として中立的立場で公益

本方針を示しているのが一つの特徴となっており、次のよう

要な項目について論点を提示するとともに、点数を改定する

を優先して考える公益委員が6名、という構成になっている。

にまとめている。

方向も示す。その論点に関して1号側、2号側双方の委員が意

厚労省内あるいは外部の会場で開催される。その傍聴の受付は
先着順であり、狭い会場で開催される場合は一般傍聴席が70程
度しかないので、受付の前に早朝から行列ができる。そこに実
際に並んでいる人たちのほとんどは、製薬会社の社員・関係者だ。
診療報酬が自社の経営に影響するのはもちろんだが、医療機関
への情報提供サービスの一環としての役割もあるからだ。

◎ 2013年12月6日

社保審部会が「基本方針」取りまとめ
2014（平成26）年度診療報酬改定にあたっては、政府の規

12

額投資対応は実施せず、診療報酬改定により対応すること
とすべきである。
（イ）基本診療料・調剤基本料への上乗せによる対応を中心
としつつ、個別項目への上乗せを組み合わせる形で対応す
ることを基本とし、この消費税対応分が明確になるよう配
慮すべきである。

見を述べ、大筋で一致すれば議論は終了する。そのようにし
て改定の方向が事実上決まれば、具体的な点数は事務局が決
めることになる。

13％

488

７％

394

220

0
病棟

外来

医局

事務室

その他

病棟に勤務している医師事務作業補助者は約 16％に留まっている
※調査対象：2012 年11月1日時点の医師事務作業補助体制加算届出病院 2,187施
設のうち協力を得られた 442 病院（20.2%）に勤務する全ての医師事務作業補助者
4,588 名。うち、3,033 名より有効回答（有効回答率 66.1%）
出典：NPO 法人日本医師事務作業補助研究会
「医師事務作業補助者全国実態調査」の結果より
注：中医協・総会（2013 年 12 月６日開催）での資料より引用

報酬改定の内容について答申した。
（図表1）

2 . 医師事務作業補助者

以下、最近特に注目を集めている「医師事務作業補助者」に
ついて、中医協の議論の内容を紹介してみる。
2013年11月、中医協の集中審議が始まった。同年12月6
日午前9時から厚生労働省内の講堂で中医協・総会が開かれ、
「勤務医等の負担軽減等」が議題として取り上げられた。2014
年度診療報酬改定の四つの視点のうちの一つが「医療従事者の
負担を軽減する視点」で、この中の1項目に「医師事務作業補
助者の評価」がある。
事務局は、医師事務作業補助者に関する課題として次の点
を指摘した。
①医師事務作業補助者の配置は、さまざまな勤務医負担軽
減策の中でも最も効果が大きい。また、医師事務作業補助
体制加算の届出が2012（平成24）年には2,154件になる

◎ 2014年1月15日

など、増加傾向にある。

厚生労働大臣が中医協に諮問

②医師事務作業補助体制加算の届出ができない理由の約

2014年1月15日、中医協の総会において、事務局が厚生労
働大臣に代わって、厚生労働省発保0115第1号という同省内
の文書を提出した。同文書では「平成26年度診療報酬改定に

それらの「基本方針」は、そのまま中医協に適用された。

ついて、貴会の意見を求めます。
（後略）
」としている。これが、

また2013年12月20日、政府は2014年度診療報酬改定で

大臣による諮問という行為である。

の改定率、消費税率引き上げ対応分を含む改定率を決定した。

500

1041

16％

「勤務医等の負担軽減等」が議題に

中医協の役割である。ただし、中医協が診療報酬点数表での

消費税率8％への引上げ時には、診療報酬とは別建ての高

1000

厚生労働省保険局が論点・改定の方向示す

化と連携､ 在宅医療の充実等」を挙げ、改定の視点として、①

（ア）医療機関等に実質的な負担が生じることのないよう、

34％

1500

◎ 2013年12月6日

診療報酬改定の議論・審議の舞台となるのが、厚生労働省の

中医協は、診療報酬改定の前年11月～12月頃に集中審議を

1702

◎ 2013年10～12月

中央社会保険医療協議会（中医協、会長＝森田朗・学習院大学

行い、ほぼ毎週水曜日と金曜日の午前9時から午後1時頃まで、

56％

2000

12月6日 社会保障審議会医療保険部会と同医療部会が

上げ対応分＋0.63％）となっている。

１. 診療報酬改定に向けての動き

医師事務作業補助者の勤務場所（複数回答）

5月23日 中医協が費用対効果評価専門部会を設置、第１回部会
6月20日 中医協が「医療機関等における消費税負担に関する分科会」

さまざまな議論を経て、中医協が厚生労働大臣に答申
具体的内容を厚生労働大臣に答申した。創刊号（2013年冬号）から「これだけは知っておきたい

図表2 医師事務作業補助者の概況等について

その諮問に対して、中医協は2014年2月12日、同年度診療

50％は「医師事務作業補助者を雇用する経済的負担が大き
いため」である（中医協「病棟勤務医等の負担軽減及び処遇
の改善についての状況調査」より）
。
③今後、勤務医の負担軽減のために必要と考える対策とし
て、医師あるいは医師責任者の約50％が「医師事務作業補
助者の増員」を挙げている（同）
。
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図表3 2014年度診療報酬改定の概要

④一方で、病棟で勤務している医師事務作業補助者は約16
％にとどまっている（NPO法人日本医師事務作業補助研究
会「医師事務作業補助者全国実態調査」より）
。
（図表2）

以上を踏まえて、事務局では「医師事務作業補助者の勤務場
所に一定の制限を設けたうえで、医師事務作業補助者との適切
な業務分担による勤務医負担軽減策をさらに推進することにつ
いて、どう考えるか」と、論点を提示した。
そもそも、
なぜ、病棟に勤務している医師事務作業補助者が
「約
16％」であることが問題なのか。例えば、医師事務作業補助体
制加算において15対1補助体制加算という場合、その「15対1」

3. 消費税率引上げ
◎ 2013年12月20日

改定率を決定、消費税対応は1.36％
■消費税対応が課題に
2014年度診療報酬改定では、同年4月から消費税率が8％
へ引き上げられることへの対応が、大きな課題となった。その
ため、中医協では2012年度早々に「医療機関等における消費
税負担に関する分科会」を設置し、検討を続けてきた。
医療機関は主として診療報酬によって収益を得ているが、診

とは、届出病床数15床ごとに医師事務作業補助者を1名以上配

療報酬については、社会政策的な配慮として非課税とされてい

置している、という意味だ。それが病床を基準としている以上、

る。ただし、薬価や医療材料価格には消費税相当額が含まれて

医師事務作業補助者が病棟から完全に離れてしまったら、同加

おり、健保適用の医薬品や医療材料を使うのであれば、患者側

算を理論的に説明することはむずかしくなるのである。

に消費税を転嫁する形になっている。

◎ 2014年1月29日

中医協・総会で個別改定項目の最終議論

図表４ 医師事務作業補助体制加算（入院初日）の改定／項目見直し
１. 医師事務作業補助体制加算１（新設）

・ 2025 年 ( 平成 37) 年に向けて、医療提供体制の再構築、
地域包括ケアシステムの構築を図る。
・ 入院医療・外来医療を含めた医療機関の機能分化・強化と連携、
在宅医療の充実等に取り組む。

全体改定率 + 0.10%

※（ ）
内は、消費税率引上げに伴う医療機関等の
課税仕入れにかかるコスト増への対応分

診療報酬（本体） +0.73%（+0.63%）【 約 3,000 億円（約 2,600 億円）】
医科 + 0.82%（+0.71%）【 約 2,600 億円（約 2,200 億円）】
歯科 +0.99%（+0.87%）【 約 300 億円（約 200 億円）】
調剤 +0.22%（+0.18%）【 約 200 億円（約 100 億円）】
薬価改定
▲0.58%（+0.64%）【▲約 2,400 億円（約 2,600 億円）】
材料価格改定
▲0.05%（+0.09%）【▲約 200 億円（約 400 億円）】

現 行
１
２
３
４
５
６
７
８

15 対１補助体制加算
20 対１補助体制加算
25 対１補助体制加算
30 対１補助体制加算
40 対１補助体制加算
50 対１補助体制加算
75 対１補助体制加算
100 対１補助体制加算

810 点
610 点
490 点
410 点
330 点
255 点
180 点
138 点

※なお、別途、後発医薬品の価格設定の見直し、
うがい薬のみの処方の保険適用除外などの措置を講ずる。

イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ

15 対１補助体制加算
20 対１補助体制加算
25 対１補助体制加算
30 対１補助体制加算
40 対１補助体制加算
50 対１補助体制加算
75 対１補助体制加算
100 対１補助体制加算

２. 医師事務作業補助体制加算２
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ

15 対１補助体制加算
20 対１補助体制加算
25 対１補助体制加算
30 対１補助体制加算
40 対１補助体制加算
50 対１補助体制加算
75 対１補助体制加算
100 対１補助体制加算

その収益を得るためには当然、仕入れ（費用）もあり、この
部分に消費税がかかってくる。ただし、病院であれば、費用の
図表5 医師事務作業補助体制加算１における「病棟」
「外来」の定義

会長が「公益裁定は、最終的な考え方であり、1号側、2号側と

課税仕入れ）
。つまり、病院の仕入れにおいて実際に消費税の

も、これを受け入れていただきたい」と述べ、公益裁定の内容

事務局の説明を受け、まず2号側から鈴木邦彦委員（日本医

影響を受けるのは、その半分程度と推測される。単純計算をす

を伝えた。その内容は、前回の中医協・総会（前述）で事務局が

師会常任理事）が「医師事務作業補助者の充実は良い」と、総論

れば、消費税率が3％引き上げられるとしても、実際の影響は

提案したものと基本的に同じである。あらためて、同会長は「苦

消費税率換算で1.5％程度とみることができる。

渋の決断・裁定をした。今後、消費税率の引き上げのときには、

や会議室等を含む。ただし、医師が診療や事務作業等を目的とし

より適切な解決が図られるべきと考える」と述べた。

て立ち入ることがない診断書作成のための部屋および医事課等の

４. 新・診療報酬が決定

できない。

賛成を表明。また、
「勤務場所の制限とは、どういうことか」と
質問するとともに、
「診療所も忙しいところがあるので、そこ
への対応も必要である」と指摘した。
事務局は「医師事務作業補助者の勤務場所について、もう少
し明確化し、評価の充実を考えたらどうか、ということである」
と補足説明。

そのような収支構造を踏まえて、2013年12月20日、政府
は2014年度診療報酬改定における改定率を決定。消費税率引
き上げに伴う医療機関等の課税仕入れにかかるコスト増への対
応分については1.36％とした。
つまり、医療費総額の1.36％に相当する規模の財源を用いて、

◎ 2014年2月12日

中医協が答申。付帯意見も提出

また、別の2号委員が「医師事務作業補助者に医事業務をさ

診療報酬において補てんすることにしたのである。それによっ

せないというのは当然だが、
（業務や勤務場所を）一律に規制す

て診療報酬全体に対して1.36％の上乗せをしているにもかかわ

中医協が2014年2月12日午前10時から厚生労働省の講堂

ることで現場が制限されたり、混乱したりしないよう、お願い

らず全体改定率は+0.10％であり、実質でみれば全体改定率は

で総会を開くとの案内が、同省のホームページに掲載された。

したい」と発言。それに対して、事務局では「医師事務作業補

▲1.26％で、マイナス改定になっている。
（図表３）

同日、会場となる講堂の前には午前5時半頃から、傍聴のため

助者の業務は医師が困っている事務作業に特化したものであ
る、というのが本来の趣旨である」と答弁した。
それらのやり取りに対して、1号委員の側からは、特に反対

810 点
610 点
490 点
410 点
330 点
255 点
180 点
138 点

出典：厚生労働省「平成 26 年度診療報酬改定説明会」
（ 2014 年 3 月 5 日開催）資料より

およそ半分は人件費であり、この部分に消費税は必要ない（非

■医師事務作業補助者について議論

860 点
648 点
520 点
435 点
350 点
270 点
190 点
143 点

◎ 2014年2月5日

消費税「公益委員による裁定」へ

病棟および外来の定義については、
以下のとおりであること
（ア）病棟とは、入院医療を行っている区域をいい、スタッフルーム

事務室や医局に勤務している場合は、当該時間に組み込むことは

（イ）外来とは、外来医療を行っている区域をいい、スタッフルーム
や会議室等を含む。ただし、医師が診療や事務作業等を目的とし
て立ち入ることがない診断書作成のための部屋および医事課等の
事務室や医局に勤務している場合は、当該時間に組み込むことは
できない。
資料：厚生労働省保険局発出の「通知」
（2014年3月5日）

の行列ができはじめる。午前10時、中医協・総会が始まる。事

体制加算1」が新設された。しかし、この日の段階では、中医

務局が、すでに答申案を用意していて、傍聴者にも配られた。

協における諸資料から、医師事務作業補助体制加算1の施設基

まず、1号側、2号側から同意・要望があり、中医協はいわば

準については「医師事務作業補助者の業務を行う場所について、

社会保障審議会医療保険部会と同医療部会が2013年12月

儀式としての総会において、2014年度診療報酬改定の内容を

80％以上を病棟または外来とする」といったことまでしかわか

所に一定の制限を設けたうえで診療報酬上の評価をする」とい

に取りまとめた「平成26年度診療報酬改定の基本方針」では「消

具体的にまとめた。その後、赤石清美・厚生労働大臣政務官に

っていない。

う事務局の提案が、事実上、中医協で承認された。

費税率8％への引上げに伴う対応」の基本的な方向が示されて

対して、中医協の森田会長が答申書と併せて、15項目の付帯

2014年1月29日、同年度診療報酬改定に向けて、中医協・

いる（前述）
。しかし、具体的にどのような対応をするかとな

意見を提出した。
（写真1、写真2）

総会で個別改定項目について最終的な議論を行った。医師事務

ると多くの論点があり、中医協の「医療機関等における消費税

作業補助体制加算の通則において「特定機能病院を除く」とさ

負担に関する分科会」での議論はなかなかまとまらなかった。

意見は出なかった。こうして、
「医師事務作業補助者の勤務場

れているため、2号側の委員が「ぜひ、特定機能病院も取れる

2014年1月29日、中医協・総会で個別改定項目について議

ように考えてもらいたい」と要望。それに対して、事務局は「特

論を行ったが、消費税については、1号側と2号側で意見が折

定機能病院は、一般の病院とはまた違った機能がある」として、

り合わず、その双方から「公益裁定はやむを得ない」
「公益裁定

その機能も含めてさらに検討が必要との見解を示し、今回は特

しかないと思う」との発言があり、それを受けて、中医協の森

定機能病院を加算の対象としないことを示唆。

田会長が「公益裁定に入りたい」と述べ、公益委員が議論・検討

以後、その診療報酬の具体的な点数の設定は、事務局側に任
せることになる。
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し、判断することとなった。
それから1週間後の2月5日、中医協・総会が開催され、森田

◎ 2014年3月５日

厚労省が「通知」
。
医師事務作業補助体制加算の詳細わかる
この答申の日に、医師事務作業補助体制加算の具体的な内容・
点数も明らかになった（図表４）
。

3月5日、2014年度診療報酬改定の主な内容が、官報で告
示として公布された。同日、厚生労働省保険局は、2014年度
診療報酬改定の内容について詳細に規定する通知を発出した。
これにより、医師事務作業補助体制加算における「病棟」
「外来」
の定義も明らかになった（図表５）
。
このように、3月初旬に診療報酬改定についての告示がなさ
れた後、厚生労働省保険局が年度末（3月末）にかけて発出する
種々の通知で、診療報酬について詳細な規定、用語の定義など

従前の医師事務補助体制加算は、2014年度から「医師事務

がなされた。この段階で、ようやく診療報酬改定の詳細と全体

補助体制加算2」となる。また、医師事務作業補助者の勤務場

像が把握できるようになる。診療報酬改定とは、まさに、この

所に一定の制限を設けたうえで評価をした「医師事務作業補助

一連の長い過程をいうのである。
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医学部５年生のときに見学した在宅医療の現場には、自分らしさを失わず穏やかに暮らす患者や家族、それを

「元気を届けるのも自分の仕事」と言う荒井氏は、常に明るく笑顔を絶やさない。このテンションに最初は少し戸
惑ったという男性患者だが、
「いまはもう大丈夫。先生についていきます」と冗談まじりに微笑んだ

支える医師の笑顔が溢れていた。
「自分のやりたい医療はこれだ！」と閃いて約12年。荒井康之氏は在宅療養
支援診療所の院長となり、地域で暮らす人々の生活をサポートしている。

訪問時間が他職種と重なることもある。この日は
アスムスの訪問看護師と患者宅の庭先で遭遇し
言葉をかわした

医療法人アスムス
生きいき診療所 ・ ゆうき

荒井 康之氏

ドキュメント

在宅医

院長

！

2003年自治医科大学卒業。茨城県立中央病院、城里

熱 い 使 命 に 燃 える

町国民健康保険七会診療所など茨城県内の医療機関で
地域医療に従事。2012年４月より現職。日本内科学会
認定内科医、日本プライマリ・ケア連合学会認定家庭医
療専門医、日本在宅医学会認定在宅医療専門医、介護
支援専門員、２級福祉住環境コーディネーター。若手
医師のキャリアアップを支援する茨城県地域医療支援
センターのキャリアコーディネーターも務める。

亡くなった患者について、かかわった
スタッフが集まって振り返る「振り返
りカンファランス」の様子

「生きいき診療所・ゆうき」
は2008年に開
院。介護老人保健施設「生きいき倶楽
部」
、訪問介護事業所「生きいきケアセン
ター」
など法人内の事業所が隣接している

“その人らしさ”に向き合い
「病気とともに生きる」を支える
午前は外来、午後は訪問
時間外は
“部活動”
に励む
午前中は外来でさまざまな事情を
抱えた患者を相手に、診療、相談は

患者に呼ばれた往診で看護師とともに火傷
の応急手当をしているところ。手当の内容は
その場で文書にし、ケアの仕方についてデイ
サービススタッフなどに指示を出す

ときには歯科訪問診療に同席すること 在宅では小型のポータブル機器をよく活
も。写真は三木次郎・三木歯科医院院 用する。写真は超音波検査
長。三木氏は一緒に「結城市地域ケア
研究会」を運営する仲間でもある

訪問診療の対象は、茨城県結城市
全域と、隣接する栃木県小山市の一

タバコが吸えることが元気のバロメー

件訪ねて回る。在宅患者は80名余り

部。県境を越えての活動になるが、

ターにもなります。ですから、節煙の

で推移。これを同僚の医師と半分ず

違和感や不都合を感じることはない

必要性を伝えつつ、タバコを楽しめる

つ担当している。

という。
「結城市と小山市は親密です

暮らしを後押しします」と続ける。

訪問が終わると診療所に戻り、そ
の日の仕事の整理とミーティング。

「患者さんに安心感を与えたい」
という思いで在宅医療専門医な
ど各種認定証を待合室に掲示

わったのかもしれない。

現場見学を機に在宅に興味
今後は地域づくりの強化目指す

往診も日常的に経験し、在宅医療へ
の興味はさらに深まりました」と懐か
しそうに振り返る。こうした経験を
活かすべく2012年４月にアスムスに
入職、生きいき診療所・ゆうきを任さ

から」と荒井氏。
「この２つの市の由

また、家族をはじめ介護者をねぎ

荒井氏と在宅医療との出合いはい

来となった小山氏とその分家に当た

らうことも、日々心掛けて実践して

まから12年前、医学部５年生のとき

いる。患者の妻を目の前に、
「奥さん

に遡る。ひょんな縁から医療法人ア

今後は診療技術を高めつつ、地域

れることになった。

もとより、各種書類作成、健康診断、

「毎日慌ただしいですが、スタッフが

る結城氏は西暦700年頃から長らく

セカンドオピニオンなどにも対応す

よく頑張ってくれています」と感謝す

一体となって栄えたのです」と、赴

あっての○○さんですよね」などと

スムス理事長、太田秀樹氏の訪問診

づくりにも一層力を入れていきたい

る。
「健康に関する困り事はすべて受

る。さらにその後もほぼ毎日、１人、

任するたびに読むという地元の歴史

本人に話しかけ、さりげなく介護者

療を見学。
「こんなに穏やかで笑顔溢

という。

け付け、解決できる場合は解決し、

診療所に残る。講演準備や原稿執筆、

書から得た知識を披露し、
「地域の成

の献身を讃えたりする。

れる医療現場があるのかと、目から

「勉強会などを通した顔の見える関

できない場合は適切な機関につなぎ

世話人として参加している地域の多

り立ちを調べるのが好きなんです。

あるとき、90代の母親の皮膚の赤

ウロコでした」というこの体験を機

係づくりと、一つひとつの症例を通

ます。地域の保健室を目指していま

職種連携の会、
「結城市地域ケア研究

患者さんとの会話もはずみます」と

みを褥そうではないかと心配してい

に、
“病気とともに生きることを支え

した関係職種の連携を強化するほか、

すし、そう呼ばれるのが誇りです」と

会」
（三木次郎代表世話人）の準備な

顔をほころばせる。

た女性に、診察の後、
「ちょっとした

る医療”を指向するようになった。

病院の医師とも交流を深め、スムー

語るのは生きいき診療所・ゆうき院長

どを行うためだ。

の荒井康之氏。
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患者の希望を優先しながら
介護者の献身を讃える

診療以外のこうした活動をひっく

ズな在宅移行を進めていきたい」と将

こんな荒井氏が在宅医療に取り組

皮膚炎ですから心配ご無用。そもそ

むにあたり最も大事にしているのは、

もこれだけきちんと介護されている

態の如何に関係なく、どんな人も診

来を見据える荒井氏。一番の希望は、

よう、という気持ちになり、目の前

地域住民に在宅医療の良さを伝える

「それと、年齢や疾病の種類、状

この方針は、特に力を入れる在宅

るめて荒井氏は“部活動”と呼ぶ。
「有

「その人らしさ」を尊重すること。
「医学

のだから、褥そうとは無縁でしょう」

医療に関しても同様だ。毎日午後の

志による自主的な活動で、仲間がで

的に正しいことがその人にとってベス

と笑ってみせると、介護者はちょっ

の患者さんが抱える問題を解決する

こと。
「そのためにも、自分もあんな

時間帯を訪問診療にあて、年齢も疾

きるし、楽しくて人間形成にも役立

トチョイスではないことが在宅の現場

ぴり誇らしげな表情になった。
「次の

ことに喜びを見出すようになったの

ふうに過ごしたい、と思ってもらえ

患も病状も異なるさまざまな患者の

つ。まさに部活動そのもの」というわ

ではよくあります」と指摘。
「たとえば

訪問まで、前向きに介護を頑張って

は、いわゆるへき地診療所での２年

るような症例を、仲間と一緒に積み

自宅を、看護師とペアで１日５～６

けだ。

ヘビースモーカーの患者さんの場合、

ほしい」という荒井氏の気持ちが伝

間の経験が大きいですね。ここでは

重ねていきたい」と力をこめる。
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ソラストの講座を修了して現場で働いている方たちの温かいメッセージと体験談をソラちゃんが紹介します。

原作：ソラスト教育サービス「職場で出会った100のちょっとイイ話」
（その68）より

K.Sさん（ヘルパー）

http://solasto-learning.com/story100/100-2.php

2014年２月にオープン１周年を迎えた「ソラスト草加」は、
「一人ひとりの思
いに応えたい」というスタッフの温かな気持ちが伝わってくるような和やか
な雰囲気の事業所だ。開設時からの通所介護、居宅介護支援に加え、この４
月からは訪問介護事業もスタート。地域での存在感は確実に高まっている。

居宅介護支援事業所管理者で
ソラスト草加全体を統括する
渡邉和哉さん

ソラスト草加

通所介護事業所管理者の
淺沼力さん

訪問介護事業所管理者・
サービス提供責任者の
住山大平さん

（埼玉県草加市）

開設して１年余り。地域にとけ込もうと笑顔で仕事に励む
スタッフの皆さん

「ソラスト草加」は東武伊勢崎線草加駅から徒歩
10分ほどのバス通り沿いにあるマンションの1階。
テーマカラーのオレンジが目を引く

一人ひとりの思いを尊重し
友人や隣人をもてなすような
温かな気持ちでサービスを提供
サービス内容もさらに充実
スタッフ拡充で

施設内も賑やかに
2013年２月１日にオープンした「ソ
ラスト草加」
。開設から１年２カ月はデ

大々的なスローガンや高い数値目標を掲

した。ここは都心や新興住宅地と違って

げるのではなく、そうした温かいサービス

地域への思い入れの強い方が多いよう

を提供することで、
『ソラスト草加ってい

に感じます。そういった方々が住み慣れ

いな』と思ってくださる方が増え、自然に

た土地で自立して暮らすことを支援でき

地域にとけ込んでいければ一番いいと思

るところにやりがいを感じます」と、草

っています」と穏やかに話す。

加の地域性に愛着を感じ始めた様子を

イサービス、ケアプラン作成を二本柱と

渡邉さんは、居宅介護支援事業所の

してきたが、この４月からはホームヘル

管理者であり、
「ソラスト草加」唯一のケ

プサービスもスタート。スタッフも拡充

アマネジャーでもある。草加に来る前は

され、施設内はますます賑やかになって

「ソラスト竹ノ塚」で福祉用具専門相談

いる。

13年２月
● 開 設：20
-1
加市草加1-10
草
地：
在
所
●
1階
ズ
ル
グリーンヒ
94 6- 24 60
● TEL：04 894 6- 24 62
● FA X：04 8介護／
問介護／通所
訪
● サービス：
援
支
居宅介護

員をしていた。
「最初は慣れない土地で

３つのサービスを統括する渡邉和哉さ

の慣れない仕事ということで、少々苦労

んは、
「私たちが常に意識しているのは、

しましたが、ご利用者様のお宅を訪問す

自分の友人や隣人をもてなすようにご利
用者様に接していこう、ということです。

語る渡邉さん。

利用者の声に耳を傾け

求められるデイサービスの
あり方を追求

デイサービスの管理者を務めるのは、

ランチの前に皆で揃って早口言葉などの口腔体操を行う

入浴は個室風呂で
行うのが「ソラスト
草加」の大きな特
徴。
「プライバシー
を尊重してもらえて
うれしい」
と評判だ

者様を人生の先輩と考えその思いをでき

午前午後を通して順番に行う入浴サービ

さまざまな経験を重ねてきた。草加では

スが個浴であることも大きな特徴だ。

こうした経験を活かし、選ばれる事業所

な飾り付けや、スタッフの主観で行う画
一的なレクリエーションは避け、その方
の希望に沿ったサービスを提供しようと
考えています」と話す。こうした方針は、

介護業界で働き始めて13年になる介護福

淺沼さんらスタッフが、利用者とのコミ

るたびに地域の歴史などをお話ししてい

祉士、淺沼力さんだ。淺沼さんは「ソラス

ュニケーションの中で耳にした希望を集

ただいて、親しみを感じるようになりま

ト草加」のデイサービスの方針を、
「ご利用

約したものだという。
た後は、お昼までそれぞれ自由に過ごし

利用者
の声

現在の利用者は登録数で94名、１日の
平均利用者数は25名で推移している。

内容で差別化が難しい訪問介護
技術と人となりで
選ばれる事業所に

この４月に開設した訪問介護事業所は、

を目指していくという。

３つのサービスの連携で

その人に合ったサービスを提供
渡邉さんは、
「これまではデイサービス
の朝礼や終礼に私が加わるという形の連
携でしたが、事業が３つに拡充されたい

管理者の住山大平さんと常勤ヘルパー１

ま、管理者会議なども始めなければと思

名の計２名でスタートを切った。

っています。また、スタッフ間での情報

てもらうが、これも個別性を重視する姿

「ホームヘルプサービスは、サービスの

交換も心掛け、複数のサービスをご利用

勢の表れ。
「将棋、編み物、読書、テレビ

内容で大きく差別化できるものではあり

されている方々を中心に、ご自宅での様

剣に考えたとき、まずは体力をつけたいと思いました。運動のできるデイ

鑑賞など、時間の使い方はそれぞれまっ

ません。それだけにサービスを提供する

子、デイでの様子などを多面的に捉える

サービスを探していたとき、市の紹介でソラスト草加を知ったのですが、

たく違います。こうしてマイペースで気

私たちの人となりや技術が問われます。

ことで、よりその方に合ったサービスを

初めて見学したときの利用者の皆さんの溢れるような笑顔は忘れられませ

楽に過ごせるのが良いと、多くの方に言

そのことをしっかり意識して、研修なども

提供していければと思います」と事業所内
での連携にも意欲を示す。

大病をしたのをきっかけに、これからどのように生きていこうかと真

ん。その笑顔を見て、この施設なら頑張れると思いました。週２回の通所

っていただいています」と利用者の反応を

重ねて、サービスの質の向上に努めたい

はいつも楽しく、スタッフの方々も優しくて、私たちを

うれしそうに語る。

と思っています」と、抱負を語る住山さん

「介護は人対人。そのことを忘れずに、

笑わせてくれます。最近は、声にはりが出たとか、歩幅

昼食の前には皆で口腔体操。昼食は外

は、2007年９月にエリアマネジャーとし

じっくりと仕事をしていきたい」と渡邉さ

が広くなったとか、よく言われますし、精神的にも余裕

注だが、ご飯と味噌汁だけは温め直して

てソラストに入社。その後、有料老人ホ

ん。笑顔溢れるスタッフの利用者本位の

が出てきたのが自分でもわかります。できれば毎日通い
たいくらいです。

20

「スタッフの顔と名前が一致し
ない」という利用者の声を受
け、ドライバーも含めてスタッ
フ全員の顔写真を掲示

る限り尊重します。子どもの施設のよう

毎日10時30分前後に「朝の会」を行っ
トレーニングマシンは５種類を配備。
一人ひとりに合った運動を機能訓練指導員が指導する

お手本のビデオを見ながら、
「上を向
いて歩こう」などのおなじみの曲に
乗って体をほぐす利用者の皆さん

斎藤弥生さん（74歳）

熱々で提供する。午後は揃ってゲームな
ども行うが、参加しない自由もある。また、

ームやホームヘルプサービス、本社勤務、
「ソラスト台東」の立ち上げなどを通して

サービスは、地域の人たちに確実に伝わ
っていくに違いない。

21

介護付有料老人ホーム

ケアマネ

さん

待など、デイサービスでは直接かかわるこ
とのなかった問題にたびたび直面しました。

相川

― どのように乗り越えてきたのですか。

実は、ケアマネとして働こうとはま

ったく思っていなかったのです。2004年に

た。それでも最初は当時の管理者に相談し

ワーカー、主任を経験しました。５年ほど

ながら仕事ができたのですが、2011年10月

経った頃、ケアマネの試験に合格したので

に私が管理者になってからは約１年間、１

すが、そのときも「資格だけ取っておくのも

人体制でした。この時期は愚痴のひとつも

﹁ありがとう﹂と言われるだけで
苦労など吹き飛んでしまいます

言えず、本当に大変でしたね。その後また

相川 直美さん

●株式会社ソラスト ソラスト竹ノ塚 居宅介護支援事業所 管理者

入居者募集中

２人体制になったことで、同僚の存在のあ
りがたみを強く感じています。
― ケアマネジャーの仕事にやりがいを感
じるのはどんなときですか。
相川

やはり、自分のケアプランによって

ソラストは…

入居一時金・敷金

その方が元気になったり、暮らしが楽しく
なったりしたことがわかると、うれしくな

要支援の方から要介護の方までご入居頂けます。

りますね。あと、何らかの形で私の支援が
終わっても、その後また相談に来てくださ
る方などもいて、そういうときは、信頼し
ていただけたのかなあと、なんとも言えな

（サービス付き高齢者向け住宅は 60 歳以上の自立の方も入居可能）

認知症の方、寝たきりの方もご入居できます。

い気持ちになります。ご利用者様やご家族
から「ありがとう」と言っていただければ、

医療行為をご必要とされる方はご相談下さい。

それだけで悩みや苦労は吹き飛んでしまう。
単純なのですね（笑）
。
― デイサービスの現場に戻りたいと思う
ことはありませんか。
相川

「あなたの自宅」に近い環境をご提供いたします。

ときどき懐かしくなることはありま

介護付有料老人ホーム

す。特に困難な事例を担当しているときな
どは、そうですね。デイは楽しいですから。
でも、いまはケアマネの仕事を頑張りたい
気持ちのほうが強いです。幸いソラストに

持ちでした。

は東京都内のケアマネの集まり、エリアの

― それでも翌年にはケアマネジャーの仕

ケアマネの集まりなど、ケアマネ同士の交

事を始められました。

流の場があるので、そういう場で先輩にい
いきたいと思います。

やらなければ一生やることはないだろう、

― ところで在宅の良さというと、どんな

また、自社ならチャレンジしやすいと考え、

ところだと思われますか。

やってみようと思いました。この仕事の大

相川

変さを知ったのは、実務を始めてからです。

せること。高齢者にとってこんな幸せなこ

初めての仕事ということもありますが、担

とはないのではないでしょうか。私は2004

当し始めたばかりのご利用者様がすぐにお

年に父を病院で見送ったのですが、もし今

亡くなりになったり、重度の認知症の方へ

だったら、間違いなく在宅ケアを選んでい

の対応に苦慮したり、ご本人とご家族の希

ると思います。これからも病気や障害を抱

望が食い違うなかで間に挟まってしまった

えながらも住み慣れた場所で暮らしたいと

り。医師との意思疎通がうまくいかなかっ

願う方々を、少しでもサポートしていけた

たこともありました。サービスの拒否、虐

らうれしいです。

住み慣れたところで落ち着いて過ご
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問い合わせ

埼玉県川口市弥平

2-22-10
☎ 048- 960 -1555 ☎ 048-227-5243

2

ご見学

3

鴨公園

ご入居・ご利用のお申し込み

http://solasto-kaigo.com/
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☎ 072-267- 6850 ☎ 06 - 6914-2931
ご面談

ソラスト
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検索

6

ご入居・ご利用開始

※記載情報は 2013 年 11 月現在のものです。
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完全個室 全 54 室

市立図書館
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こまどり幼稚園
バス停
中丸

完全個室 全 52 室

川口

161

越谷駅より
徒歩8分

ソラスト大宮見沼

西口

ソラスト

弥 平（交通公園前）

越谷赤山
郵便局

タックルベリー
（さいたま南中丸店）

こども写真城
スタジオ
アリス大宮店

完全個室 全 50 室

サービス付き高齢者向け住宅

阪
和
線

ろいろ教えていただきながら、力をつけて

ソラスト

住宅型有料老人ホーム

駅

相川 資格を取ってから約１年後、会社か
らケアマネとして働くことを勧められ、今

0 円 経済的負担を大幅に軽減！

越谷
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３年間は、
“がむしゃら”の一言でし

「ソラスト竹ノ塚」のデイサービスに入職し、

悪くないなあ」なんて、いま考えると軽い気

2 0 01年12月、ヘルパー２級取
得。デイサービス、特別養護老人
ホーム勤務などを経て、2004年
３月、ソラスト入社。
「ソラスト竹
ノ塚」
（デイサービス）に勤務しなが
ら2008年介護福祉士、2009年
介護支援専門員資格取得。2010
年12月よりケアマネジャーとして
ソラスト竹ノ塚 居宅介護支援事業
所勤務。2011年10月より現職。

相川

道
国
和
阪
二
第

こんにちは！

― まず、ケアマネジャーになられたきっ
かけを教えてください。

住宅型有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅

〒108-8210 東京都港区港南 1-7-18 DBC 品川東急ビル 6F

「ソラストの求人」を検索するなら 便利なＱＲコードで簡単アクセス！
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