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〝その人らしさ〟を支え続けるために

介護職と看取り

ー

常
施

介護職と看取り

（特集「ソラスト リポート」佐々木 剛氏、P８）

分の命が消える危機感︑ 生きる意味を失う苦しみ︒

宅で＂ 看取り＂までかかわれたことですね︒

︵中略︶ケアマネの私ができることは

︵ケアマネになってよかったことは︶

在

これはどんなに医学が発達しても解決できません︒

︶

P
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ー“その人らしさ”を支え続けるために

生

き様がいろいろなら、死に様もまたいろいろ。
その人らしいことが一番大事で、介護職の役割は、
その人らしさを最期まで支え通すことだと思います。
（特集「ソラスト リポート」佐々木 剛氏、P10）

職

本格的な
「多死社会」
が近づいている。現在、病院で亡くなる人は約 8 割だ

自

言葉から

看取りに取り組むことは︑この答えられない苦しみを

︵﹁ドキュメント在宅医﹂小澤 竹俊氏︑

今 号 の

が、これからは看取りに対応できる病床が確実に不足するという。そうい

った背景を踏まえ、近年、在宅や施設で最期を看取るケースが増えている。
そこで注目されるのが介護職の対応である。介護職は看取りにおいてどの

ような役割を果たせばいいのか―現場の声を交えながら考えてみる。

ソラスト インタビュー
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だけるのがとても嬉しいです。お友だちもたくさんできたので、これから

ソラスト リポート
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太田 秀樹氏

最期まで“その人らしさ”を支え通し
生と死に境界を作らない介護を追求
● 特別養護老人ホーム ひまわり
（栃木県 栃木市）

介護施設での看取りの現状

特集早わかり
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ドキュメント在宅医
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小澤 竹俊氏

視点
医療・介護を
理解するために
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医療•介護総合確保推進法とは？

これだけは知っておきたい
診療･介護報酬
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ソラちゃんの
ほのぼの介護
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初めての施設実習

20

４事業所が有機的に連携。
多様なニーズに応えながら
利用者のQOL向上に取り組む

医療ライター

廣石 裕子

連載

あしたを元気に！
ソラスト施設 訪問記

めぐみ在宅クリニック

院長

2014 年度診療報酬改定 その後

疑義解釈資料と附帯意見
医療ジャーナリスト

牧 潤二

今回の体験談 S.Sさん
（ヘルパー）

ソラスト八戸ノ里・ソラスト東大阪（大阪府東大阪市）

もその方たちと一緒に楽しく過ごしていきたいと思います。
（「ソラスト施設訪問記・利用者の声」正司輝子さん、P20）

こんにちは！ ケアマネさん

2

まずは「人生丸ごと面倒みさせてもらおう」
という気持ちを持って信頼関係を築くこと。
穏やかな看取りはその先にあります
医療法人アスムス理事長

員の方も関西人気質なのか、楽しませようと気を使ってくれます。

（中略）それと、自分のペースで過ごせるような環境を作っていた

C O N T E N T S

特集

設でも在宅でも、人々が最期まで幸せに
生きられるためには老人施設として
どうあるべきかを常に考えて活動しています。

受け止め支えていくことにほかならない︒

にその人の限りある人生を大事に思い︑

心のこもったケアを提供することが何よりも重要です︒

毎日の充実した人生を支えて差し上げれば︑

その先に穏やかな死があるということです︒

本当にわずかでしたが︑ ご本人が決めた最期を

︶

まっとうするお手伝いができたのは︑

うれしかったですね︒

︵﹁こんにちは！ ケアマネさん﹂塙 雅子さん︑
P
22

看取りは目的ではなく︑ 結果なんです︒

︵特集﹁ソラスト インタビュー﹂太田 秀樹氏︑ ６︶

P

第 7号
2014 SUMMER

22

塙 雅子さん
株式会社ソラスト

居宅介護支援事業所
「ソラスト武蔵小杉」
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
介護職の看取りにおける役割とは
医師から介護職へ
「日常生活圏内で一人ひとりに必要なさまざまなサービスを完結させる」といった概念を持つ地域包括ケアシ
ステムが急速に推進されるのに伴い、生活の場での看取りが必要不可欠になってきている。ますます高まる介
護施設・在宅介護の現場での看取りへのニーズに対し、介護職はどのように対応すればよいのだろう。1992
年に開業して以来、地域の医療職・介護職と連携しながら在宅医療・ケアに取り組み、患者の希望に応じて自
宅や施設での看取りも積極的に行ってきた医療法人アスムス理事長の太田秀樹氏にアドバイスをいただいた。

─ 人生の終わりの時期の過ごし方に対する市民の意識

太田 秀樹

医療法人アスムス理事長

まずは「人生丸ごと面倒みさせてもらおう」
という気持ちを持って信頼関係を築くこと。
穏やかな看取りはその先にあります

「自分らしい人生を全うしたい」
人生の締めくくりを
自分で決める時代になってきました

も変わってきています。
太田 20年前は、
「良い医療といえば病院」の時代でした。
「家で死ぬのは世間体が悪い」
「最期は何が何でも病院へ」
という感覚が一般的でした。もちろん、本心では「住み

─ まず、在宅医療に取り組まれた背景や経緯をお話し

慣れた自宅で最期まで」と思っておられる方が多かった

いただけますか。

ことがデータにしっかり出ているのですが、それとは裏

太田 私が在宅医療に着手したのは1992年、開業と同時

腹に、制度や家族環境が、家で亡くなることを阻んでい

です。きっかけは、大学病院で医局長をしていたときに、

ました。いまでは“終活”という言葉があるように、自分

ある身体障害者グループの海外旅行に同行したことでし

の人生の締めくくりは自分で決める時代です。そして、

た。それまで脊椎損傷などで歩行が不自由となった患者

「最期まで家（生活の場）にいたい。自分らしい人生を全

さんをたくさん診察し、車いすの処方もしてきた自分が、

うしたい」と、意思表示をする人が多くなっています。

車いすを上手に押せないことに初めて気づき衝撃を受け
たのです。また、何日か生活をともにし、本音で語り合
ってみると、彼らは医療や医師をまったく信用していな
いことがわかりました。
「これではいけない」と感じながら

日々の生活の流れの中で
自然な死を
迎えられることが大事なのです

帰国したとき、雲仙普賢岳の噴火で日本が大変な状況に
なっていた。
「人生、何が起こるかわからない、大学では

─ 在宅医療に取り組みながら、高齢者施設も運営され

できない、
やりたい医療をやろう」
と、
そのとき思いました。

るようになったのはなぜでしょうか。

こんな流れですから、当初から、
「患者さんと信頼関係

太田 1998年頃だったと思いますが、実は私は、個人宅

を築けるような医療がしたい」という強い思いがあり、

で行う医療に限界を感じ始めていました。高齢者が高齢

そのためにも、病院に来られない人がいるならその患者

の配偶者を介護するいわゆる老老介護、認知症の人が同

さんの家まで自分が行こうと思いました。こうして「動

じく認知症の配偶者を介護する認認介護が急増。その介

く医療」と称し、往診を始めたのです。生計は外来診療と、

護者が亡くなり１人残されるケースが目立つようになっ

他の医療機関でのアルバイトで賄い、在宅医療は求めに

てきて、このままでは地域の専門職がどんなに頑張って

応じて細々とやっていました。

もご自宅での生活を支えきれなくなると考えたのです。

─ それがいまでは、診療所や介護老人保健施設など８

同じ頃、栃木県内のある民間の高齢者施設に出会いま

氏

事業所を擁する法人の理事長を務めておられます。

した。いまでは制度化されている小規模多機能施設のモ

太田 開業当初、診療所のスタッフは私と看護師の２名

デルになったその施設では、生活を第一に考え、医療サ

だけ。外来診療も往診も２人でこなし、在宅での看取り

ービスは必要なときに過不足なく利用するものと位置づ

も行っていました。この当時といまと、私のやっている

けていました。開設時は託老所でしたが、家族の負担軽

ことに何ら変わりはありません。しかし、世の中が変わ

減のためショートステイを始め、やがてロングステイも

ったんですね。国の政策誘導もあり、20年前にはほとん

受け入れるようになりました。
「通う」
「 泊まる」
「 住む」
。

どなかった在宅医療へのニーズが急速に高まりました。

ついには看取りも始めて「亡くなる」も加わりました。つ

そのニーズに応えてきた結果がいまの当法人の姿です。

まり人生の営みをすべて引き受ける生活空間です。
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ソラスト インタビュー

介護職の看取りにおける役割とは
医師から介護職へ

この考え方に共感したことが、老人保健施設を開設し
たきかっけです。入居者は医療の必要な方々ですが、医

あえて言えば「寿命」です。まさしく自然な死を迎えられ
た好例だと思いますね。

療よりも生活を上位概念に位置づけ、必要なときに医療

ほかにも、大好物を食べた翌日に家族が気づいたら亡

を提供するという方向性を明確にしました。当然、家に

くなっていた、なんていうケースは在宅医療の現場では

帰れないまま終末期を迎える方もおられますので、そう

珍しくありません。また、そういう場合は、周囲の人はお

した方々を対象に、私が医師として責任をもって、看護

別れを寂しいと感じながらも、ほとんどの場合、死その

師や介護職と一緒に看取るようになりました。介護保険

ものは無念さをつのらせて受け入れることはありません。

制度が始まる前からのことです。そうした経験からも、

─ いつ亡くなるかは予測がつかないのでしょうか。

生活の場で看取るという意味では、場所が患者さんのご

太田 病気の経過に一定のパターンがあるがん患者さん

自宅でも、入所されている施設でも、あるいは別の場所

などの場合、ある程度の予測ができるのですが、老衰の

でも、何も変わりはないと確信しています。

場合は死期を医学的に予測するのは難しいですね。ただ

そもそも私は、人が亡くなる場所がどこかは、それほ

し、長く在宅で診させていただいている患者さんであれ

ど問題ではないと思っています。日々の生活の流れの中

ば、
「もうそろそろかな」ということは感覚的にわかりま

で、自然な死を迎えられることが大事なのであり、医療

す。それは医療者特有のものではなく、
「そろそろでしょ

によって亡くなる時期を左右されたり、その人の望むも

うか。最近食べないし、よく眠っているし」などとご家

のとはかけ離れた状況で死を迎えることになってしまっ

族がおっしゃるようになると、しばらくして本当に亡く

たりするのは間違いではないか、というのが持論です。

なられるようなことがよくあります。ご本人が突然、感

1979年、
日本大学医学部卒業。自治医科
大学大学院を修了後、同大学整形外科入
局。医局長、専任講師を経て、1992年、
おやま城北クリニック（小山市）を開設し
在宅医療に着手。1994年、法人化し理
事長に就任。一般社団法人全国在宅療養
支援診療所連絡会事務局長、NPO法人在
宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワ
ーク理事、日本在宅医学会理事など要職
多数。編著書に『ケアマネのための知っ
ておきたい医療の知識Ｑ＆Ａ』
『在宅医療
午後から地域へ』など。

ごく基本的なことを押さえておけば心配は無用です。

謝や別れの言葉を発することがあることを考えると、ご

充実した人生を
支えて差し上げれば、
その先に穏やかな死があるはずです

過ごします。このとき最も求められるのが安心感です。

本人にもわかるのかもしれませんね。先に紹介した女性

看取りで最も求められるのは
「この人になら任せられる」
という安心感

の場合も、近く旅立ちの日が訪れることは私も家族も感
じており、見守っていました。しかし、その日だとはわ
からなかった。自然な死とは、そういうものかもしれま

6

前に一定期間、介護や介助なくして生活できない期間を
この安心感は、知識や技術だけで満たせるものではあり
ません。最も大事なのは信頼関係。少々手技に不慣れな
ところがあっても、
「この人になら任せられる」と思って
もらえることが安心につながるのです。信頼関係を築く

─ 先生のおっしゃる「自然な死」の実例を、いくつか

せん。

─ 日本の介護職の死に対する受け入れの状況は、どう

ためにはある程度の時間が必要ですし、常に、
「この方の

ご紹介いただけますか。

─ 看取りの準備はどのようにしたらよいのでしょう。

見ておられますか。

人生を丸ごと面倒みさせてもらおう」といった大きな気

太田 特に健康状態に変化がなかったためにしばらくの

太田 看取りのために何かをするというのではなく、い

太田

持ちで向き合うことも求められます。そうした姿勢を期

間、何の検査も受けていなかった女性患者さんがいまし

つ亡くなっても納得できるように、常にその人の限りあ

方も多いように見受けられます。これは、病院で亡くなる

待しています。

た。あるとき私が往診し、
「久しぶりに血液検査をしてみ

る人生を大事に思い、心のこもったケアを提供すること

ことが普通になってしまった結果、死を身近に感じられな

─ 看取りに取り組むにあたり、特別な知識や技術が必

ましょうか」と採血を行ったんですね。そしてしばらく

が何よりも重要です。毎日の充実した人生を支えて差し

い人が増えてしまったからだと思います。その一方で、曾

要ということはありませんか。

お話しして、
「お大事に」と言っておいとましたのですが、

上げれば、その先に穏やかな死があるということです。

祖父母や祖父母などを自宅で看取った経験のある若い介

太田 人が亡くなるとき、どのような変化があるかは知

私が庭に停めていた車に乗るか乗らないかのうちに、家

つまり、看取りは目的ではなく、結果なんですね。いつ

護職も増えており、そういう人たちは人の死を自然なもの

っておいたほうがよいでしょう。それは、一般的な看取

族が追いかけてきて「おばあちゃんが息をしていません」

もの暮らしのまま逝けるために、生活の場で看取ること

と感じる感性を自然に身につけているように思います。高

りマニュアルに出ている知識で十分です。私が編著者と

と言うのです。戻って診察すると、すでに亡くなってい

のできる環境が必要なのです。多くの高齢者は自然な死

齢者の死はもともと生活の流れの中にある自然の営みで

してかかわった一般向け在宅療養の手引き『暮らしの健

ました。ろうそくの炎がふっと消えるような亡くなり方

を望んでいる。ならばそれを叶えられるようにするのが、

す。このことを理解できると、当たり前のように死を受け

康手帳』
（公益財団法人勇美記念財団）も介護職の方々の

で、
「本当にやすらかでした」と家族も驚くほどでした。

私たち医療職や介護職の役割なのではないでしょうか。

入れられるようになるのではないかと思います。

参考になると思いますので、機会があれば見てみていた

そのとき持ち帰った血液は「異常なし」
。つまり、体の状

─ 法的な問題を心配する声もありますが。

─看取りにかかわる介護職に期待されることは。

だけるとよいでしょう。

態が生化学的に正常でも、歳をとって衰えて亡くなると

太田 医師以外の職種は死亡診断書を書けない、亡くな

太田 介護職の役割は、残された人生をよりよいものに

─ 本日は、看取りにも積極的に取り組む医師のお立場

いうことがあるということです。この方の場合、死因を

った方を勝手に移動させたりしてはいけない、といった

するための支援を行うことです。人は誰でも、亡くなる

からの貴重なお話をありがとうございました。

まだまだ死を不浄なもの、怖いものと思っている
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❷

ひまわりでの経年看取り実施数
ある日の入所者の昼食。
ひまわりでは「普通食」を基本としている

栃木県
栃木市

ート
ソ ラ ストリ ポ

特別養護老人

ホーム

ひまわり

ひまわりは東北自動車道
と北関東自動車道の合流

最期まで〝その人らしさ〟を支え通し
生と死に境界を作らない介護を追求

する都賀ジャンクション近
くにある半円形の建物。
明るい外 観が目を引く。
出入口周辺のヤマツツジ
は亡くなったORさんから贈
られた。 毎年鮮やかな花
を咲かせ、入居者や家族
を楽しませている

特別養護老人ホームひまわりは、
「おむつゼロ」
「全員常食化」などの取り組みにより全国
的な注目を集める施設だ。入所者の看取りを本格的にスタートさせたのは 2006 年。翌年
からは毎年供養祭を実施し、2013 年には供養塔も建立した。
「亡くなってもケアは続く」
と言う佐々木剛総合施設長に、施設での看取りの実際や、介護職の役割などを聞いた。

最期まで幸せに生きられるための
老人施設を目指す
特別養護老人ホームひまわり
（以下、
ひま
わり）
は、
「 地域の人々とともに自分らしく生き
る」
を基本理念に、
多彩な介護・福祉サービス

居室は明るく落ち着いた感じの
生活空間になっている

看取りの近づいた入居者には個室に移って
自由に過ごしてもらう。 写真は看取り期に主
に利用する静養室

2003年にスタートしている。
「当時、入所し
ていたある方のご家族がひまわりでの看取り
を強く希望されたのを機に始まりました」
と総
ターミナルケアプランのシート。
看取り期への要望などを記入し共有する

合施設長が振り返る。
しかし、
この取り組みはわずか５カ月で中止
に追い込まれた。

散歩に適した回廊式の廊下

施設内にはカラオケもできるイベントスペース
「居酒屋ひまわり」がある

を展開する社会福祉法人スイートホームが運

「なぜかその年は亡くなる人が続き、最初

営する同法人の中心的な存在だ。開設は

のお一人を看取った2013年11月から翌年

2002年７月で定員は50人、
職員数は77名。

の３月までに６名を見送ったのですが、現場

に打ち出し、特養については、
「 2014年要

ひまわりの入所者で亡くなった人は2006

開設翌年の2003年10月に就任して以

スタッフは人が亡くなるという状況に不慣れ

介護４、
５の割合は70％以上」
と、入所者を

年が14名。その後は少ない年で10名、多

来、施設の改革、発展をリードしてきた佐々

で、看護師も若い人が多く、医務室長がが

重度化する方針を明示し、看取りを含めた

い年で19名。
うち、
ひまわりで看取りを行っ

「１．
ターミナルケアプランの作成」
では、
独

木剛総合施設長は、
「 年齢や障がいの有

んばらざるを得ませんでした。深夜の呼出し

対応を求めた。
これを
「時代の要請」
と捉え

た比率は70％前後である。残り30％程度

自に用意しているA4判１枚のシートに、
本人

無、経済的事情などにかかわらず、施設でも

も多く、医務室長が疲れ果てて３月末に退

たひまわりでは、
看取りの再開を決定した。

は治 療が必 要な疾 患で病 院に搬 送した

と保証人、
家族の「ターミナルに向けての要

在宅でも、
人々が最期まで幸せに生きられる

職。
ここでいったん、
白紙に戻ったのです」

ケースなど。ただし、
この70％は、後述する

望」
「日常生活上のかかわり」
「 症状の対応

ここで条件として掲げたのが「看取りを支

協力」
「４．
職員研修」
「５．
看取り期の生活環
境の整備」
だ。

ためには老人施設としてどうあるべきかを常

佐々木総合施設長は、
「 現場の態勢を整

える現場の介護力の向上」
「医務室体制の

ターミナルケアプランを作成した数なので、

方針」
などを手書きで書き込み、
関係者で共

に考えて活動しています」
とその方針を明確

えないまま看取りを始めたことを反省していま

強化」
「 夜間かけつけてくれる協力嘱託医

実際の看取り率はもう少し高いという。

有する。
「お別れが近いと医師が判断した人

に語る。各地区の老人クラブと連携し公民館

す」
と無念の表情で話すその一方で、
「 住み

の確保」
の３つ。

を活用して各種イベントや出張健康相談など

慣れた場所でその人らしく暮らし、
自然な最

このうち
「介護力」
と
「医務室体制」につ

を無償で行っているのもその一環である。

期を迎えたいという希望に応えたい」
という

いては比較的短期間にクリアできたが、
難し

気持ちは持ち続けていた。

かったのが「嘱託医」
だった。
しかし、連携先

2003年に看取り開始も
医務室長の過労・退職で一時中断
看取りへの取り組みは全国的にも早く、
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佐々木 剛
総合施設長

状況が変わったのは2006年の介護保

の紹介で、
共通する理念を持つ医師と出会

介護職の役割は
その人らしさを最期まで
支え通すこと
ひまわりが看取りに取り組むにあたり特に

についてはできるだけ早くカンファレンスを開
き、
ケアプランを作成するようにしています」
と佐々木総合施設長。ただし、意思疎通が
難しい人、
家族がなかなか来られない人など
は作成できないこともあるという。

険制度と介護報酬の改正がきっかけだ。
こ

うことができ、
これもクリア。2006年10月、

注意していることは、
「１．
ターミナルケアプラ

「２．
嘱託医との連携」
は、
2006年以来非

のとき国は、施設から在宅へのシフトを明確

本格的にスタートさせた。

ンの作成」
「２．
嘱託医との連携」
「３．
家族の

常にうまくいっているという。
「嘱託医の所属

9

2013年に建立された供

「たった一人しかない自

養塔。石碑同様、建立

分を たった一度しかな

費用は1 0 0％遺族たち

い一生を 本当に生か

からの寄付金で賄われて
いる。 2 0 13 年度の供

さなかったら 人間、生

養祭では274名を供養。
ここを毎日お参りする入

ゃないか」——山本有
三著「路傍の石」の一

居者もいる

節が刻まれた石碑はあ

特集早わかり
理解を深めるポイント

※看取り介護加算
一定の要件を満たす入居者を、条
件を満たす施 設で看 取った場 合 、
「死亡日以前４日以上30日以下につ

介護施設での看取りの現状

いては１日につき80単位を、死亡日
の前日及び前々日については１日につ

まれてきたかいがないじ

き680単位を、死亡日については１日
につき1,280単位を死亡月に加算」

多死社会の到来を前にニーズが高まる。
「看取り介護加算」創設（2006年）以降
増加傾向が続く

できる介護報酬の制度

る遺族の寄付金で作ら
れた

この８月にオープンする「蔵の街ひまわり」

「介護職と看取り」という今回の

護老人ホームなど居住系施設での

慣れた場所で最期まで」と望む人々

特集テーマを、ある種の違和感を

介護職による看取りに社会の期待

の増加とも相まって、介護職にと

持って捉えた方も多いのではない

が高まっている。その期待の１つ

って看取りは、もはや避けては通

だろうか。おそらく日本人の大半

のかたちとして、2006年の介護報

れない役割になりつつある。地域

が、ほんの数年前まで、
「看取りと

酬改定で創設されたのが「看取り介

の人々の穏やかな最期を支えるた

いえば医師の仕事」
「人は多くの場

護加算 」だ。同加算の算定件数は

め、
“その人らしさ”を支え続けるた

合、病院で亡くなる」と信じていた

毎年増加傾向にある（図２）
。

めに介護職はどうあるべきか。正

はずだ。しかし、時代は変化して
悩みや困難を共有しながら看取り
に取り組むスタッフの皆さん。ひ
まわりには犬も２匹、住んでいる

この点数では不十分」と指摘する施

前に、日本ではいま看取りの場や、

設経営者も少なくはないが、
「住み

っているのである。
図１は、1951年以降の死亡数

れまでにも増して好きなように過ごしてもらえ

養しました。自分もこうやって供養してもらえ

できる限り往診していただいています。亡くな

るようほかの居室と少し離れた個室に、
本人

ると思うことが、
入居者の安心につながる面

られたときも、
時間に関係なくすぐにかけつけ

の希望に合わせた環境を作って移っても

もあると思っています」
と佐々木総合施設長。

ていただけるので、
とても心強いです」
と安

らっている。中にはその部屋で、家族や多く

心感をのぞかせる。

の友人・知人に囲まれ誕生パーティーを盛

「３．
家族の協力」
とは、
看取りの時期が近

大に催した日の夜中、大好物のまんじゅうを

づいた場合は家族に連絡し、
できる限り寄り

両手に握りしめて亡くなった人もいるという。

「仲間がここに眠っているから」
と、
供養塔参
りを日課にしている人もいるという。
入所者の葬儀の際には、
霊柩車がひまわ
りに立ち寄り、
ホーンを鳴らすことも多い。
「こ

の推移（2012年以降は推計値）だ。
これで明らかなように日本の死亡

る。しかし、この中には長期療養

「生き様がいろいろなら、
死に様もまたいろい

の世とあの世はつながっていると私は思って

前に娘さんにお風呂に入れてもらった方、
最

ろ。
その人らしいことが一番大事で、介護職

います。心をこめて介護をし、最期を看取る

期の１カ月間、奥さんが泊まり込んで介護さ

の役割は、
その人らしさを最期まで支え通す

につけ、
それを感じます。スタッフには、高齢

れたご夫婦など、感動的なシーンがいくつも

ことだと思います」
としみじみ語る佐々木総

者の介護や看取りを通じて人生への共感を

迎える病床が不足するのは明白だ。

生まれており、
そういうときのご本人の穏やか

合施設長だ。

学び、
死生観を養ってほしい。
ひまわりではこ

在宅医療の推進など対応策が進め

れからも、
生と死に境界を作らない介護を追

られてはいるが、死亡数増加のス

求していきます」
と、来るべき多死社会を直

ピードには追いつかず、今後、数

視しながら、
佐々木総合施設長が語る。

十万人もの“看取り難民”が生まれ

もちろん、家族のない方もおられますが、
そう
いう場合は、私たちが誠心誠意、介護をし、
お見送りをします」
と言う。
「４．
職員研修」
は、生活介護研究所
（三

生と死に明確な区別はない ―
看取りを通じて「死生観」を養う
佐々木総合施設長は
「亡くなってもここで
暮らした方々の魂はここにある。だからケア

社会福祉法人スイートホームではこの夏、

は終わらない」
と考え、
2007年から毎年、
家

心部に開設予定だ。
ここでももちろん看取り

部講師を招いた勉強会などを実施。高齢化

族や入所者を集めて供養祭を行っている。

への取り組みを行いながら、地域包括ケア

対策の先進国、
デンマークへも毎年研修生

2013年には念願の供養塔を建立したが、

のネッ
トワーク拠点となることを目指す。
“安心

を送り出している。
「５．
看取り期の生活環境の整備」
では、
そ
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少なからず含まれており、今後、
死亡数が増えれば、患者が最期を

ると見る向きもある。

この費用はすべて遺族たちの寄付で賄われ

して暮らし、
死ねる場”
を、
施設から地域全体

た。
「2013年度の供養祭では274名を供

に広げようと意欲的な試みが続いている。

平成51年
（2039年）
166万人

実績値

800
600
400
200
0

26 30 35 40 45 50 55 60 元 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
昭和

平成

および看取りに対応しない施設も

出典：平成23年
（2011年）
までは厚生労働省「人口動態統計」
平成24年以降は社会保障・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）

図２ 介護老人福祉施設における看取り介護加算の算定状況
介護老人福祉施設における看取り介護加算の算定状況
介護老人福祉施設における看取り介護加算の算定日数、算定件数は、加算創設
以降、少しずつ増加する傾向にある。
１月当たりの算定日数

１月当たりの算定件数

25000

23800

23000

4000

3500
3346

21000

２つめの特養「蔵の街ひまわり」
を栃木市中

好春樹代表）
の年間研修、
ビデオ研修、外

1,400
1,000

170万6,000床あまりの病床があ

推 計値

1,600

ピークとなる2039年には約166
日本には2012年６月末現在、

（医療ライター 廣石 裕子）

死亡数の年次推移

（千人）
1,800

1,200

万人に達すると考えられている。

面から真剣に向き合わなければな
らない時代になったといえる。

図１ 死亡数の年次推移

数は今後も右肩上がりに増え続け、

添ってもらうという意味だ。
「 亡くなられる３日

な表情を見るにつけ、
身内の力を感じます。

「満足のいく対応をするためには

いる。本格的な多死社会の到来を
それを担う人材の確保が急務にな

する医療法人の方針で、
亡くなられる前後は

※

3000

「住み慣れた場所で
最期まで」の期待に
どう応えるか

19000
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17000
15000

月
月
月
月
月
9月 10
8月
6月
7月
5月
4月
2月
3月
9月 10
8月
6月
7月
5月
12 年1
11
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
22
21
21
21

2500

2000

年
21

こんななか、患者の自宅や特別養

出典：介護給付費実態調査
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救急医療や農村医療に従事した後、病院のホスピスに12年余り勤務。こうした経験をベースに、2006年に

毎月第３火曜日に行っているめぐみ在宅地域緩和ケア研究会は毎回盛況。
2014年８月で第85回を数えた

在宅緩和ケアを専門とするめぐみ在宅クリニックを開業した小澤竹俊氏。患者の希望に応じて地域での看取り
を積極的に行うとともに、看取りに取り組む医療職、介護職の育成にも力を入れている。

めぐみ在宅クリニック 院長

小澤 竹俊氏

ドキュメント

在宅医

！

1963年、東京生まれ。大学院を修了後、1991年か

熱 い 使 命 に 燃 える

ら救急医療、農村医療に従事。1994年、医療法人社
団聖仁会横浜甦生病院ホスピス病棟に入職。1996年、
同病棟長。2006年10月、めぐみ在宅クリニック開業。
総合内科専門医、医学博士。専門はホスピス・緩和ケア、
スピリチュアルケア、いのちの教育。著書に『小澤竹俊
の緩和ケア読本』
『いのちはなぜ大切なのか』
『苦しみの
中でも幸せは見つかる』など。

厚木街道と環状４号線の交差点近くに位置
するめぐみ在宅クリニック。開院時は30坪だ
ったが、2010年の移転により10倍の300坪
に拡充された。訪問診療中心で、外来診療
は一般外来：週2回、緩和ケア外来：週1回

地域で看取る文化の育成に邁進する
“ホスピスマインドの伝道師”
クリニックの柱は在宅緩和ケア
人材育成に意欲的に取り組む
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相鉄線瀬谷駅構内に掲示されている看板。クリ
ニックの“ゆるキャラ”とともに小澤氏の座右の
銘が大きく書かれ、クリニック名や住所・電話が
まったく目立たないのがユニーク

2014年３月にはクリニックの主催で緩和ケアに
関する市民講演会・シンポジウム「人生の最期を穏
やかに過ごすために」を開催。多死時代の到来な
ど社会背景も踏まえて在宅医療を紹介した

３月のシンポジウムでは、ある患者の遺族と在
宅療養を支えた職種とが揃って壇上に上がり、
それぞれのかかわり方や思いを発表。療養生活
の実際をわかりやすく伝えた

クリニックの外壁を利用し、理念や在宅医療の
概要、めぐみ在宅援助モデルを紹介している

ろうとすることで苦しみをキャッチで

復、沈黙、問いかけといった技法を

看取りに向き合える人を育てて、一

きます」と話す。この「苦しみをキャッ

用いて相手の気持ちを引き出しなが

定の成果が得られたら他の地域にも

理念としている。訪問回数は2013年

ほかならない。日本はいま多死時代

チする」は、これまでの経験をベース

ら、支えを探り、それを強めようと

ノウハウを提供したい」と力強い。

実績で5,281回。自宅での看取り数は

を迎えつつあります。これから亡く

に考案し実践している「めぐみ在宅援

努めます」と解説する。

年間200件前後だ。

なっていく多くの方々の最期が穏や

助モデル」の１番目の項目でもある。

めぐみ在宅クリニックは横浜市の

特にスピリチュアルケアに造詣が

かであるためにも、地域で看取る文

西端である瀬谷区の中心部、相鉄線

深く、
「なぜ私だけがこんな目に遭う

化、それを裏付ける技術とマインド

瀬谷駅から10分ほど歩いた大通り沿

のか？」といった根源的な問いかけに

を根づかせたいのです」と力説する。

いにある。

自ら向き合うこと、また、向き合う

実践から生まれた
「めぐみ在宅援助モデル」

開業半年目から毎月続けている地

４番目は「支えようとする私たちの

域の医療・介護スタッフ向け勉強会、

２番目は「相手の支えをキャッチ

支えを知る」
。大きな苦しみの中にい

「めぐみ在宅地域緩和ケア研究会」

する」
。
「病気は辛いが孫の成長を見

る人から逃げないためにも、支える

が、この８月で85回を迎えるなど地

届けるまではしっかりしていたい」な

側の支えが不可欠、という意味で、

域を巻き込んだ取り組みは活発で、

どというように、苦しみがあっても

小澤氏の座右の銘にも重なる。

小澤氏の理念を理解し、ともに活動

院長の小澤竹俊氏は開業前、隣接

ことのできる人材を育てることを大

する横浜甦生病院ホスピス病棟に12

きな使命と考えている。
「私はスピリ

年余り勤務していた緩和ケアの専門

チュアルな苦しみを、恩師の村田久

「苦しみを受け止める」とは医療・介

家だ。同院在籍中には約1,300人の患

行先生（京都ノートルダム女子大学

護現場でよく使われる表現だが、小澤

相手の支えを強めることができるの

援助の仕方をこのようにわかりや

んでいる人を助けたいというのが私

者の看取りを経験。その中で培った

大学院教授）が定義した“存在と意味

氏は、
「苦しみとは、希望と現実の開き」

かを知り、実践する」
。小澤氏は多く

すい言葉で表現することは小澤氏の

の希望です。十分できているとは言

緩和ケアの知識や技術を、
「どんな病

の消滅から生じる苦痛”と捉えてい

と、平易な言葉で定義する。
「食べた

の患者や家族と向き合う中で、
「苦し

ライフワークでもあり、現在はこの

えませんが、希望と現実との開きが

気でも、安心して最期を迎えること

ます。すなわち自分の命が消える危

いものがあるのに食べられない」
「歩い

んでいる人は、自分の苦しみをわか

援助モデルの普及に力を入れてい

少ないので苦しくはありません。む

のできる社会づくりに活かしたい」と

機感、生きる意味を失う苦しみです」

てトイレに行きたいのに体の自由がき

ってくれる人がいるとうれしい」とい

る。
「看取りは医師や看護師だけの仕

しろ夢に向かっていられるのがうれ

独立し、クリニックの柱として「在宅

と小澤氏。
「これはどんなに医学が発

かない」
「生きたいのにもう長くは生き

うことを学んだ。
「相手と同じ苦しみ

事でも、当院のような専門機関だけ

しい」と満面の笑顔だ。地域をリード

緩和ケア」を掲げた経緯がある。そ

達しても解決できません。看取りに

られない」——。
「苦しみの内容は人そ

を体験することはできなくても、
『理

のものでもありません。むしろ介護

する医師として、また、自他ともに

のために、患者・家族の支援に努め、

取り組むことは、この答えられない

れぞれですが、その人が何を希望し、

解してもらえた』と感じてもらえるよ

職や市民も含めて“地域スタッフ”と

認める“ホスピスマインドの伝道師”

支援に携わる人材を育成することを

苦しみを受け止め支えていくことに

現実をどう捉えているかを意識して知

うな援助はできるはず。それには反

して取り組むべき。まずは瀬谷区で

として、さらなる活躍が期待される。

それを乗り越える原動力になってい
るものを見つける。
３番目は「どんな私たちであれば、

看取りに向き合える
“地域スタッフ”育成に尽力

する仲間も確実に増えている。
講演や執筆依頼も多く多忙を極め
るが、
「医師を志したときから、苦し
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視点

表１ 医療・介護総合確保推進法の概要
趣 旨

医療・介護を
に
理解するため

医療・介護総合確保推進法 とは？

表2 医療・介護総合確保推進法案に対する附帯決議（参議院）要点

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置と
して、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを
構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医
療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。
１．新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介護施設整備促進法等関係）
①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業（病床の機能分化・連携、在宅医
療・介護の推進等）のため、消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置
②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定
２．地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保（医療法関係）
①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢
性期）等を報告し、都道府県は、それをもとに地域医療構想（ビジョン）
（地域の医療提
供体制の将来のあるべき姿）を医療計画において策定
②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け

医療法や介護保険法などを一括して改正する法律。
最も熱心に議論されたのは、要支援 1 〜 2 の人たちに対する

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」
（略称「医療・介護総合確保推進法」）が、 2014（平成26）年6月18日に通常国会で成立し、 同
月25日に官報で公布、 一部の規定を除いて同日から施行されました。この医療・介護総合確保推
進法は19本の法律を一括して改正するものですが、 中心となっているのは医療法と介護保険法の
改正です。そこで、 両法の改正のポイント、 医療・介護従事者への影響などについて解説します。

要

市町村の地域支援事業に移行するという問題です。

概

予防給付（介護予防）のうち、通所介護と訪問介護について

３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係）
①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、全国一律の予防
給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に移行し、多様化 ※地域支援事業：介
護保険財源で市町村が取り組む事業
②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える
機能に重点化
③低所得者の保険料軽減を拡充
④一定以上の所得のある利用者の自己負担を２割へ引上げ（ただし、月額上限あり）
⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加
４．その他
①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制
度を新設
②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ
③医療法人社団と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置
④介護人材確保対策の検討（介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年
度から28年度に延期）
施行期日

2014（平成26）年6月25日 ただし、医療法関係は2014年10月以降、
介護保険法関係は2015年４月以降など、順次施行。

１．地域包括ケアシステムの推進に当たっては、地域の実情に十分配慮し
た上で、実施体制の充実、機能の強化を図り、その実現に努めること。
２．都道府県に設けられる「基金」の配分に当たっては、実効性、公正性、
透明性が十分に確保されるよう、総合確保方針を策定し、官民の公平性
に留意する。また、成果を適正に判定するための事業実施後の評価の仕
組みの構築を急ぐこと。
３．病床機能の報告に当たっては、報告内容が医療機関に過度の負担と
ならないよう留意する。また、地域医療構想（ビジョン）の策定において、
都道府県に対し、適切な指針の提示や研修、人材育成等の必要な支援
を行うこと。
４．病床機能の再編に当たっては、地域において医療機関相互の協議が
尊重されるとともに、保険者および地域住民の意見が反映されるよう配慮
すること。
５．医療従事者の確保に当たっては、医師の地域または診療科間の偏在
の是正等に留意しつつ、医療需要を満たすよう適切な措置を講ずること。
６．医療従事者の勤務環境の改善については、関係団体の意見を十分に
尊重するとともに、取組が遅れている医療機関にも必要な支援がなされるよ
う、都道府県に対し十分な協力を行うこと。また、いわゆるチーム医療の
推進を含めた医療提供体制の抜本的改革の推進に努めること。
７．介護予防訪問介護および介護予防通所介護の地域支援事業への移
行に当たっては、専門職によるサービス提供が相応しい利用者に対して、
必要なサービスが担保されるガイドラインの策定を行った上で、利用者のサ
ービス選択の意思を十分に尊重する。また、地域間においてサービスの質
や内容等に格差が生じないよう、市町村・特別区に対し財源の確保を含め
た必要な支援を行うこと。
８．軽度の要介護者に対しては、個々の事情を勘案し、必要に応じて特別
養護老人ホームへの入所が認められるよう、適切な措置を講ずること。
９．介護・障害福祉従事者の人材確保と処遇改善並びに労働環境の整備
に当たっては、早期に検討を進め、財源を確保しつつ、幅広い職種を対
象にして実施するよう努めること。
10．介護の現場においては、要介護者個々の心身状態に応じた密度の
濃い支援を適切に実施することができる有資格者による介護を行うこと。

注：厚生労働省「第186回国会（常会）提出法律案」資料を一部改編

厚生労働大臣が3つの
ポイントを挙げて趣旨説明
このほど成立した医療・介護総合確保推

都道府県の役割強化など、 地域医

当初見通しよりも大幅に遅れて、2014年

療構想の実現のための必要な措置を

6月18日、通常国会の会期末近くで成立

講ずる。さらに、医療従事者の確保

しました。そのように成立が遅れた主な理

や医療機関における勤務環境の改

由として、同法案について野党が「19本

進法の概要について、厚生労働省は表1

善、看護師の研修制度の創設等の

の法案を一括して改正するなら、もっと審

のようにまとめています。また、2014（平

チーム医療の推進、医療事故に係る

議の時間が必要」と主張するとともに、
「介

成26）年6月3日、参議院の厚生労働委

調査の仕組みの創設などにより、医

員会で、田村憲久厚生労働大臣が、同

介護福祉士資格取得の
一元化が施行延期に

そのような状況も踏まえて、職能団体では

ができる人材が求められることになります。

「介護福祉士の資格取得の一元化で、介

予防給付のうちの訪問介護と通所介護

護福祉士の質が担保され、その社会的評

の地域支援事業への移行は、市町村レ

もう一つ、今回の医療・介護総合確保推

価も向上し、人材確保にも貢献する」とい

ベルの介護／福祉にさまざまな影響を与え

護予防サービスの地域間格差が拡大し、

進法では、介護福祉士の資格取得方法

った趣旨の主張をして、法改正による施行

ることになります。医療従事者と介護従事

療提供体制の整備を進めていく。

要支援者の切り捨てにつながる」として、

見直しを延期するとしていたため、介護関係

延長に強く反対しました。

者は、地域のNPOやボランティアなどに

法案の趣旨説明で、そのポイントとして次

③地域包括ケアシステムの構築に向

特に介護保険法の改正に反対したことが

の職能団体から強い反対がありました。

の3点を挙げました。

け、介護保険制度において、在宅医療・

挙げられます。

介護連携の推進、認知症施策の推

その介護保険法の改正に関して野党が

19）年改正で介護人材の資質向上を図る
視点から、介護福祉士の資格取得方法を

①都道府県は、厚生労働大臣が策定

進、生活支援サービスの充実等の措

反対するなど、最も議論の対象となったの

した基本的な方針を踏まえ、市町村等

置を講ずる。予防給付のうち通所介護

は、要支援1～2の人たち対する予防給付

見直して、実務経験ルートには実務者研修

と連携・共同しながら、新たな基金を活用

と訪問介護について、市町村が地域

（介護予防）のうち通所介護と訪問介護に

（6カ月以上・450時間）を導入するととも

し、医療・介護サービスの提供体制の

の実情に応じて取り組むことができる地

ついて市町村による地域支援事業に移行

に、養成施設ルートには国家試験を導入

総合的、計画的な整備等を推進する。

域支援事業に移行をする。また、特別

することです。そこで主として指摘された問

②地域での効率的かつ質の高い医

養護老人ホームについて、在宅での

題点は、
（1）市町村によっては介護（介護

療の確保に向けて、 医療機関が病

生活が困難な中重度の要介護者を支

床の医療機能を都道府県知事に報

える施設としての機能に重点化する。

ありません。
また、参議院の附帯決議では、医療従
事者の勤務環境の改善、介護・障害福祉

同法案を成立させるにあたり、22項目から

しており、医療・介護総合確保推進法は

なる附帯決議を採択したことです。 今後を

問題点があるとしても、むやみに心配する

予防）の専門家が少ないので、民間非営

施行は3年間延長されました。さらに今回、

見通すうえで、その附帯決議は重要な指

必要はないという意見もあります。ただし、

針となります。
（表2）

介護福祉士の資格取得方法の見直し、そ

それを1年延長し、2016（平成28）年度

等を活用し、地域の医療提供体制の

ビス提供ができない、
（2）市町村間で予防

から施行する、としたのです。

医療・介護総合確保推進法は、政府の

アシステムが構築できるといっても過言では

道筋がほぼ一元化されたのですが、その
介護人材の確保が困難な状況を踏まえて、

医療機関相互の協議の場の設置、

後、医療従事者、介護従事者に、どのよ
うな影響を与えるのでしょうか。

間セクターが参加して初めて、地域包括ケ

することにしました。 つまり、資格取得の

利団体（NPO）や住民ボランティアに頼ら

（地域医療ビジョン）
を策定する。また、

では、医療・介護総合確保推進法は今

ついての知識も求められます。これらの民

従事者の人材確保と処遇改善なども重視

ざるを得ず、それらの人材では適切なサー

介護保険法の改正には
強い反対意見も

医療・介護の現場にも
さまざま影響が

まず、注目しておきたいのが、参議院が

告する。都道府県は、この報告制度
将来のあるべき姿である地域医療構想
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その経緯として、まず、2 0 0 7（平成

給付などのサービス提供に大きな差が出る
ようになる―といったものです。

その附帯決議の最初に取り上げている

の延長により、あらためて、介護の質が問

のが、地域包括ケアシステムです。 医療

われることになります。 介護職においては

実際、
「1年延長」
といっても、再延長や

従事者と介護従事者の連携・協働なくし

従来以上に、自己研鑽も含めて、研修会

凍結もあり得るわけで、今後について不透

て、地域包括ケアシステムは構築できませ

などに積極的に参加することが望まれます。

明だといえます。

ん。その意味でも今後は、チーム・プレー

（文責：編集部）
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医療従事者、介護従事者のための

診療・介護報酬

の
今回 マ
テー

表１ 中医協による答申書附帯意見（要点）

定
20 14 年 度 診 療 報 酬 改

表２ 2014（平成26）年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査

１．初再診料、時間外対応加算等について、引き続き検討。また、主治
医機能の評価の影響、大病院の紹介率・逆紹介率や長期処方の状況等
を調査・検証。

その 後

見
疑 義 解 釈 資 料と附 帯 意

２．入院医療の機能分化･連携の推進について、一般病棟入院基本料の
見直し、地域包括ケア病棟入院料の創設、などの影響を調査・検証。
３．医療を提供しているが医療資源の少ない地域に配慮した評価の影響を
調査・検証。

2014（平成26）年度診療報酬改定は、中央社会保険医療協議会（中医協）の答申を受けて4月1日から実施されました。こ
れで診療報酬改定はすべて終了したと思われがちですが、そのあと関連した２つの重要な取り組みが続いています。その１
つが、厚生労働省が診療報酬改定の内容に関して都道府県などに送付する疑義解釈資料で、いわゆるQ&Aにあたります。
もう１つが、中医協が同診療報酬改定の答申とともに厚生労働大臣に提出した附帯意見に基づく対応です。それらを見てお
くことは、今回の診療報酬改定をより深く理解できると思われるのでここで紹介しておきます。（医療ジャーナリスト 牧 潤二）

まだ終わっていない2014年度診療報酬の改定作業
１．疑義解釈資料について
厚生労働省がすでに7回にわたり
都道府県に疑義解釈資料を送付

診療報酬改定の内容については、主と

それらの内容を知識として持っておくこ
とが望まれます。

して厚生労働省令、厚生労働省（厚生労
働大臣）告示の形で、官報において公布さ

厚生労働省は今年3月31日、地方厚生

れます。しかし、それだけでは診療報酬改

（支）局および都道府県に対する事務連絡

定の内容の詳細がわかりにくいので、厚

として、2014年度診療報酬改定に関す

生労働省保険局の担当課などが、
「平成26

る疑義解釈資料の「その1」を送付しまし

年度診療報酬改定について」
（平成26年3

た。以後、6月2日までに7回（
「その7」
）に

月5日・保発0305第1号）といった通知を、

（問36）治験に係る事務作業は医師事務
作業補助業務に含まれるか。
（答）含まれない。
（以上、疑義解釈資料（その1）
）

５．在宅医療の適切な推進と介護保険との連携について、機能強化型在
宅療養支援診療所等の評価見直しの影響、在宅不適切事例の適正化の
影響、ほかを調査・検証。また、在宅医療を主に行う保険医療機関の外
来医療のあり方などを引き続き検討。
６．適切な向精神薬使用の推進を含め、精神医療の実態を調査・検証。

２．主治医機能の評価の新設や紹介率・逆紹介率の低い大病院における処方料等の適正化
による影響を含む外来医療の機能分化・連携の実施状況調査
３．在宅療養後方支援病院の新設や機能強化型在宅療養支援診療所等の評価の見直しによる
影響、在宅における薬剤や衛生材料等の供給体制の推進等を含む在宅医療の実施状況調査
４．訪問歯科診療の評価及び実態等に関する調査
５．機能強化型訪問看護ステーションの実態と訪問看護の実施状況調査
６．適切な向精神薬使用の推進や精神疾患患者の地域移行と地域定着の推進等を含む精
神医療の実施状況調査
７．救急医療管理加算等の見直しによる影響や精神疾患患者の救急受入を含む救急医療
の実施状況調査
８．廃用症候群に対するリハビリテーションの適正化、リハビリテーションの推進等による影響や
維持期リハビリテーションの介護保険への移行の状況を含むリハビリテーションの実施状況調査

７．救急医療管理加算の見直し、維持期リハビリテーションの介護サービ
スへの移行の状況、胃瘻の造設の状況などについて調査･検証。

９．胃瘻の造設等の実施状況調査

８．新薬創出･適応外薬解消等促進加算について、対象品目のあり方な
ど現行方式の見直しについて検討。また、長期収載品や後発医薬品の
薬価のあり方について引き続き検討。

11．夜間の看護要員配置の評価や月平均夜勤時間７２時間要件を満たさない場合の緩和措
置による影響及びチーム医療の推進等を含む医療従事者の負担軽減措置の実施状況調査

９．DPC制度について引き続き調査・検証し、そのあり方を引き続き検討。
10．明細書の無料発行の促進の効果を含めた影響を調査・検証。 診療
報酬点数表の平易化・簡素化について引き続き検討。

10．明細書の無料発行の実施状況調査

12．後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査
注：上記1、5、6、7、11、12の項目が2014（平成26）年度に実施、それ以外の項目が2015年度に実施の予定である

11．医療従事者の負担軽減措置の影響を調査・検証。
12．後発医薬品の使用促進策、いわゆる門前薬局の評価の見直し、妥
結率が低い保険薬局等の適正化などの影響を調査・検証。
13．処方医やかかりつけ医との連携を含めた分割調剤について引き続き
検討。
14．医薬品や医療機器等の保険適用の評価に際して費用対効果の観点
を導入することについて、引き続き検討。
15．ICTを活用した医療情報の共有の評価のあり方を検討。

中医協・診療報酬改定
結果検証部会
（2014年5月14日）

（問19）施設基準に示される「医師事務

わたり、疑義解釈資料を送付しています。

地方厚生（支）局や都道府県などに対して

作業補助体制加算1を算定する場合は、

の場合、従前以上に評価するものとして、

ろに特徴があります。そのような背景があ

心が高いのが「同一建物同一日の訪問診療

また、これから来年にかけて疑義解釈資

出しています。この通知がその内容によっ

医師事務作業補助者の延べ勤務時間数

2014年度改定で新設されました。また、

るため、中医協は厚生労働省の中でも最も

等の適正化による影響調査」です。今回の

料がさらに何回か送付されるものと推測

ては一般に「通達」と呼ばれているものに

の8割以上の時間において、医師事務

従前の「医師事務作業補助体制加算」は医

権威のある審議会とみなされています。

診療報酬で、
「同一建物同一日の訪問診療」

されます。例えば、2012（平成24）年度

相当します。一方、疑義解釈資料につい

作業補助の業務が病棟又は外来におい

師事務作業補助体制加算2となりました

厚生労働省および中医協では、今回の

など、在宅医療において条件によっては

附帯意見に「調査」などと記載されている

大幅に診療報酬が引き下げられた項目が

診療報酬改定では2013年11月まで17回

ては、
通知
（通達）
ではなく事務連絡であり、

て行われていること。」について、

が、看護職員を医師事務作業補助者とし

にわたり、疑義解釈資料を送付していま

あくまでも“参考までに連絡する”といっ

①医師事務作業補助者一人一人が80％

て届出することは不可とされています。

す。このように、次期診療報酬改定の直

た位置づけです。とはいえ、事務系職員

以上である必要があるか。

前まで数多くの疑義解釈資料が送付され

も含めた医療従事者にとっては、疑義解

②放射線科や病理科などにおいて、入

るという事実は、それが大変重要な情報

釈資料は重要な情報源となります。

院医療や外来医療を行ってはいないもの

であることを物語っているといえます。
一連の疑義解釈資料は、いわゆる想定

なお、2014年度改定に関する一連の

の、医師の直接の指示下で医師事務作

疑義解釈資料は、厚生労働省が「平成26

業補助業務を行っている場合は、病棟又

２．附帯意見について
中医協が答申時に15項目の
附帯意見を提出

問答集のように架空の質問で構成されて

年度診療報酬改定について」として開設

いるものではありません。一般の医療機

しているホームページ（ h t t p : / / w w w .

関などが診療報酬改定の個別事項につい

mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

②医師からの直接の指示下で医師事

改定の内容について答申するとともに、

て不明な点がある場合は、原則として厚

bunya/0000032996.html）で閲覧する

務作業補助業務を行っている場合は、

15項目にわたる答申書附帯意見（以下

生労働省の出先機関で全国に8カ所ある

ことができます。

病棟又は外来での勤務時間数に含まれ

地方厚生（支）局あるいは都道府県に対し
て質問をします。簡単な質問であれば、
それらの機関が回答し、終了します。し
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しているのが疑義解釈資料です。

４．療養病棟､ 障害者病棟､ 特殊疾患病棟などにおける慢性期入院医療
のあり方について検討。

１．同一建物同一日の訪問診療等の適正化による影響調査

医師事務作業補助体制加算の
Q&A

は外来での勤務時間数に含まれるか。
（答）① そのとおり。

ているとみなして差し支えない。
（以上、疑義解釈資料（その2）
）

中医協は今年2月12日、厚生労働大臣
に対して2014（平成26）年度診療報酬

「附帯意見」
）を提出しました。
（表1）

項目については、2014～2015年度にお

あります。そのような状況を踏まえて、

いてほとんどすべてを調査・検証しようと

上記調査を今年8～9月に実施し、10月に

しています。その準備と実施を直接的に

は調査結果（速報）をまとめる予定です。

担当しているのが、中医協・診療報酬改定

その結果次第では、次期改定を待たず、
「同

結果検証部会（部会長＝松原由美・明治安

一建物同一日の訪問診療」などの診療報酬

田生活福祉研究所主席研究員）です。同

の見直しが行われる可能性もあります。

部会を構成する委員は6名で、すべて公
益委員であるのが特徴です。

中医協・診療報酬改定結果検証部会が
2年間で12の調査を実施予定

中央官庁において、法律に基づかない

中医協・診療報酬改定結果検証部会は今

私的懇談会などが「付帯意見」と称するも

年5月14日、第39回部会を開き、附帯意

のを提出したとしても、実際、うやむやに

見（前述）を踏まえて、2014年度診療報酬

また、
「夜間の看護要員配置の評価や月
平均夜勤時間72時間要件を満たさない場
合の緩和措置による影響及びチーム医療
の推進等を含む医療従事者の負担軽減措
置の実施状況調査」では、医師事務作業
補助者の配置などについても調査・検証が
行われることになっています。
◇

かし、解釈や回答が困難な場合は、そこ

疑義解釈資料を具体的に見てみましょ

なお、上記の医師事務作業補助体制加

なることが多いといえます。しかし、中医

改定の結果検証に係る特別調査の概要に

から厚生労働省（本省）に質問（照会）する

う。事務関係では、医師事務作業補助体

算1は、医師事務作業補助者の配置によ

協の場合は、法律に基づく審議会であるだ

ついて合意しました（写真）
。調査は12項

さまざまな形で現在も続いています。そ

ことになります。この本省段階で、重要

制加算について、 下記のように２つの

る効果を踏まえて、同作業補助者の業務

けでなく、組織としても附帯意見に記載し

目あり、2年に分けて実施します。
（表2）

れを常に意識し、情報収集を怠らないよ

な質問と回答を主として取りまとめ公表

Q&Aが出ています。医療事務担当者は、

を行う場所の80％以上が病棟または外来

ている事項はすべて実施しようとするとこ

それらの調査のうち、関係者の間で関

このように、2014年度診療報酬改定は、

うにしておきたいものです。
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まんが：アートラクト

その ❸
エピソード

ソラちゃんの

介護
今回の体験談

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

S.Sさん（ヘルパー）

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

「ソラスト八戸ノ里」と「ソラスト東大阪」は、東大阪市内にそれぞれが独立し
た事業所を持ちつつ、
「東大阪地区」という単一の拠点を形成しており、認知
症対応デイに学習療法を取り入れるなど、利用者のQ O L向上のための取り
組みに特に力を入れている。

訪問介護事業所管理者兼
東大阪地区センター長の
柴直樹さん

ソラスト八戸ノ里・
ソラスト東大阪
（大阪府東大阪市）

ソラスト八戸ノ里

「ソラスト八戸ノ里」外観。左は訪介・居宅、
右は認知デイ。認知デイは東大阪市の地域密
着型サービスの指定も受けている。この６月
からは月１回ペースで見学会を実施

4 事業所が有機的に連携。

●開

意欲的に展開

認知症対応型通所介護

設：2003年12月

●開

● 所在地：大阪府東大阪市

● FAX：06-6618-8310

● FAX：06-6730-6167

がオープンした10年余り前に比べて、東

通所介護

設：2003年11月

● 所在地：東大阪市西堤楠町2-3-11
● TEL：06-6618-8844

でおり、一堂に会する機会を設け定期的

のは2003年12月。当初は訪問介護と居

しているところは非常に珍しいし、そこ

に研修会を開き活発に交流している。
「研

宅介護支援サービスを提供していたが、

がソラスト東大阪地区の強みでもありま

修内容は、急変時の対応、缶詰を使った

2009年３月から認知症対応型通所介護

す」と、
「訪問介護」
「居宅介護支援」
「通所

簡単メニューの調理実習など実践的なも

がスタート。これに伴い「訪問」と「居宅」

介護」
「認知症対応型通所介護」の４つの

のが人気です」と柴さん。
「介護の仕事の

が近隣に移転し、
「ソラスト八戸ノ里」は

機能を合わせ持つ施設の特長を紹介する。

は自転車で片道15分の場所に位置する。

ヘルパー教育に熱心に取り組み
利用者の満足度を高める

これら４つの事業は、合わせて「東大阪

訪問介護事業所のスタッフは、サービ

地区」を形成、お互いに連携しながら活動

ス提供責任者兼ヘルパーが柴さん含め２

◆ 居宅介護支援事業所

「地域密着」を指針に
利用者の要望に常に耳を傾ける

名、ヘルパー18名（うち常勤１名）
、事務

訪問介護事業所と同じ事務所にある居
宅介護支援事業所の管理者は阿河寿美さ

開設時から、訪問介護と一般型のデイサービスでお世話になっています。もう
10年になります。手芸が好きだったので当時のケアマネさんが紹介してくださ

ったのですが、趣味を活かせる場所ができてとても充実した生活を送っています。職
員の方も関西人気質なのか、楽しませようと気を使ってくれます。それが伝わってく
るので、物作りだけではなく、運動などほかのメニューもできるだ
け頑張らなくては、という気持ちになります。それと、自分のペー
スで過ごせるような環境を作っていただけるのがとても嬉しいで
す。お友だちもたくさんできたので、これからもその方たちと一緒
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一般の通所介護は、
「ソラスト東大阪」
「少しでも充実した時間を過ごしてほしい」
との思い
を共有する認知デイのスタッフの皆さん
ソラスト特有の連絡
ノートを必要な小物
類と一緒に利用者に
持ち帰ってもらって
家族と情報交換

思いは介護業界の将来にまで及んでいる。

１名の計21名。利用者は約70名で、予

に楽しく過ごしていきたいと思います。

利用者、ケアマネの口コミで広がる

魅力を再認識し、さらにその魅力を若い

阪地区センター長としてこの地区の運営

利用者
の声

充実した物作り活動の評判が

世代にも伝えていきたい」と語る柴さんの

している。訪問介護事業所管理者兼東大

寝ている利用者の世話をする看護師

◆ 通所介護

利用者の満足度をさらに高めるために、

なり増えました。しかし、４事業を展開

設した通所介護施設で、
「八戸ノ里」まで

きれば」と表情を引き締める。

防と介護の比率は６：４で推移している。

「ソラスト八戸ノ里」がオープンした

◆ 訪問介護事業所

添い、信頼を得ることで、地域に貢献で

● FAX：06-6618-8845

ヘルパーの教育には特に熱心に取り組ん

「ソラスト東大阪」は2003年11月に開

すごろくに興じる利用者
とスタッフ。すごろくを
作るところから利用者と
ともに行うのが ポイン
ト。
「自己紹介」
「 特産品」
など、話のきっかけにな
る項目が並ぶ

KUMONの教
材を脳の活性
化に利用。始
める前には脳
の図を用いて
学習の目的を
説明する

ソラスト東大阪

大阪市内の介護サービス事業所の数はか

２つの事業所を持つようになった。一方、

認知症対応型通所
介護事業所管理者の
竹村淳史さん

新聞のカラーペー
ジを利用したちぎ
り絵。色を見つけ
る人、紙をちぎる
人、貼る人など役
割分担をして共同
で仕上げる

ハイツウエムロ1階
● TEL：06-6730-6166

統括を担う柴直樹さんは、
「当社の事業所

「デイサービス ソラスト東大阪」
管理者の安國政利さん

設：2009年３月

御厨南1-2-26-2階

●開

ケアマネジャーの
森川五月さん

● 所在地：東大阪市下小阪2-7-8

● TEL：06-6618-8111

多様なニーズに応えながら
利用者の Q OL 向上に取り組む
「東大阪地区」で 4 つの事業を

ソラスト八戸ノ里

訪問介護／居宅介護支援

居宅介護支援事業所
管理者の
阿河寿美さん

正司 輝子さん（73 歳）

が担っている。11年前のオープニング

まな工夫が凝らされ、利用時間延長の制
度を設けて夕食を提供できるようにするな
ど家族の負担軽減にも注意を払っている。
また、日々の活動内容は「ソラスト八
戸ノ里新聞（認知デイ）
」で季節ごとに家
族に報告しており、家族の安心感につな
がっている。
近年、力を入れているのは学習療法で、

メンバーで、この２月から管理者を務め

日本公文教育研究会（KUMON）と提携

る安國政利さんによれば、
「東大阪」の柱

してスタッフ全員が指導者研修を修了

は運動、入浴、物作り。中でも特に力を

し、週３回以上の利用者を対象に、朗読

入れているのは物作りで、リハビリを意

や計算問題で脳の活性化を図っている。

識した細かい作業のビーズ細工や、季節

さらに、常勤看護師の吉野さんを中心に

に合わせた七夕飾りなど、利用者の興味

アロマテラピーを実施するなど、QOL

ん。
「2003年の開設以来、ケアマネは私

を引くさまざまなものを週替わりで作

の向上や進行予防に意欲的に取り組んで

１人でしたが、昨年末から２人体制にな

る。
「おやつ作りの週は、その月に誕生日

おり、
「効果が出そうなものについては、

りました」と笑顔を見せる。利用者は予

を迎えた方の誕生日パーティーも兼ね

ご本人とも相談しながら積極的にチャレ

防17名、介護23名と訪問介護同様、予

て、楽しく行います」と安國さん。利用

ンジしていきたい」と力強く語る吉野さ

防の利用者が多い。

者の喜ぶ顔が何よりもうれしいという。

ん。前向きな姿が印象的だ。

阿河さんは事業所の方針を、
「地域密

充実した物作り活動の評判は、利用者、

＊

着」と力強く語る。利用者や家族と積極

ケアマネジャーなどの口コミによって着

柴さんは今後の展開について、
「管理者

的に語り合い、本音を引き出し、常に要

実に広がっており、今後も「ソラスト東

それぞれがスキルアップし、さらに魅力

望に応えられるよう研鑽を重ねている。

大阪」の目玉となっていくに違いない。

ある事業所を作ることが第一」としたう

また、平均して月に３、４回ある市内で
の研修会にも意欲的に参加。
「現在は顔
見せも兼ねてほぼ毎回、出席しています」
と言うのは阿河さんと同じケアマネジャ

◆ 認知症対応型通所介護

寄り添える強みで不安を軽減
家族の負担軽減にも配慮

えで、
「積極的に地域を回り、管理者の顔
を覚えていただくことから信頼関係を強
化していきたい」と対外的な活動にも意
欲的に挑戦する姿勢を示す。さらに続け

ーで入職８カ月の森川五月さん。
「以前は

認知症対応型通所介護でも、管理者の

て、
「何にもまして、利用者さんの笑顔が

大阪市内でデイサービスの管理者をして

竹村淳史さんをリーダーに運動、入浴、

一番うれしい。そのためにも、もっとも

いました。新しい職場、新しい仕事にで

物作りなどのサービスが行われている。

っと努力して愛される事業所にしていき

きるだけ早く慣れて、利用者さんに寄り

食事についても食欲が増すようさまざ

たい」と、足元を見据え、力強く結んだ。
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介護付有料老人ホーム

ケアマネ

さん

ーにもです。ケアマネとしては、ご利用者
様の行動をきちんと見て、目標を設定する

入られたのですか。

ことがとても大事だと思います。

塙

― ケアマネになられて、一番大変なの

子どもの頃から将来は看護師になろ

はどのようなことですか。

がしたかったのです。８年ちょっと病棟で

塙

看護師として患者さんを見てきました。患

ませんが、よりサポートが必要と感じるの

者さんは、治療が終わり良くなると退院さ

は独居のご利用者様です。なかには、他

れます。これは喜ばしいことなのですが、

人とかかわるのが好きじゃない、自宅が自

塙 雅子さん

●株式会社ソラスト

居宅介護支援事業所「ソラスト武蔵小杉」管理者

特別大変なことはすぐに思い浮かび

分の城だから他所には行きたくない、とい
ってデイサービスに行きたがらない方もい
らっしゃいます。でも、リハビリにもなる
ので、訪問するごとに「行きませんか」と
声をかけます。嫌われそうになりながらも、

ソラストは…

入居一時金・敷金

ここは、
「がんばらなくちゃ！」です（笑い）
。
― 逆によかったことは？

要支援の方から要介護の方までご入居頂けます。

塙 在宅で“看取り”までかかわれたことで
すね。
「もう病院ですべき治療はない」と言
われた方が一時退院という感じでご自宅に
戻られたのですが、
「最期は自宅で迎えた

（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」と……。ご家族と話し合い、医療チー
ムと協力し、在宅で看取ることになりまし

医療行為をご必要とされる方はご相談下さい。

た。たった数日でしたが、ご本人は自分の
持ち物を自分で整理し、好きなものを口に
することもできました。そして、大好きな
衣装に身を包んで旅立たれました。ケアマ

「あなたの自宅」に近い環境をご提供いたします。

ネの私ができることは本当にわずかでした

介護付有料老人ホーム

が、ご本人が決めた最期をまっとうするお
手伝いができたのは、うれしかったですね。
― すごく重い体験ですね。
塙

がん病棟で働いていたなかで、いつ

いないのだと、気がついたのです。退院さ

でした。医療の目的は病気を治すことです

れてしまうと、関係もぷつりと切れてしま

が、介護の場合は、その人が自分の人生

う。でも、本当はリハビリなど在宅でフォ

をどう生きたいかが一番大切なポイント

ローしないと、生活に支障が出る方もいら

だと思います。その人の世界観や価値観

っしゃるはずです。それで、その方の生活

を大切にしてあげたいですね。

全体をサポートできる仕事をやってみた

― ケアマネとしての今後の目標を教え

いと思ったのです。

てください。

― 実際に介護の世界に入られて、どう

塙 もっとご本人の気持ちに近づくことの

でしたか。

できるケアマネを目指したいです。十代の

塙 私は自立支援に力を置いたケアプラン

頃、人の心にとても興味がありました。好

を作成しています。
「やってあげたほうが早

き・嫌いとか心と言葉のギャップとか、心

い」と思われることが多いでしょうが、本

って一筋縄ではいかないでしょ
（笑い）
。だ

人が実際に行わなければ、何もできません。

から、カウンセラーのような仕事にもあこ

ご家族の方にも「待つ」ことも大事であるこ

がれました。カウンセラーの要素も兼ね備

とをお伝えしています。もちろん、ヘルパ

えたケアマネになりたいですね。

完全個室 全 55 室
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ご入居・ご利用までの流れ
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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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茨田浜

大阪府高石市加茂
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2-2-62
☎ 072-267- 6850 ☎ 06 - 6914-2931
ご面談

ソラスト

5

ご契約

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。

X 0120 -318- 015 ☎ 03- 3450-2678
看護・介護職員随時募集中

ワークマン

鶴見緑地
庭球場

清高小
堺泉北

マツモトキヨシ

☎ 048- 682-3331 ☎ 048- 681- 6601
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東領家
（東スポ入口）
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セブンイレブン

完全個室 全 54 室

市立図書館

元郷中学校
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完全個室 全 24 室
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完全個室 全 52 室

川口
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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

もご本人が満足して旅立たれたのか疑問

ソラスト

住宅型有料老人ホーム

駅

ある時、その人の生活の一部分しか見て

0 円 経済的負担を大幅に軽減！

越谷

看護師として８年余、肝臓内科を
はじめ、整形外科、脳外科、神経
内科などの病棟に勤務。在勤中の
2004年、介護支援専門員の資格
を取得する。2005年、ケアマネ
ジャーとして株式会社ソラスト入
社。
2010年、
居宅介護支援事業所・
管理者となり、現在に至る。趣味
はフラダンス。教室の仲間たちと
デイサービスなどでフラダンスを
披露。利用者を楽しませている。
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自分の人生をどう生きたいのか ︱
その人の世界観や価値観を
大切にしてあげたいですね

う、と決めていました。人とかかわる仕事

入居者募集中

道
国
和
阪
二
第

こんにちは！

― ケアマネになる前は看護師をされて
いたとうかがいました。なぜ介護の世界に

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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