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病院が目指すのは＂元気ホスピタル＂︑
すなわち患者さんに元気になっていただくことにより︑
私たち職員も元気になれるような病院です︒
そのために職員一同︑ 最大限の努力をしたいと思っています︒

︵﹁特集﹁ソラスト インタビュー﹂野浪敏明氏︑ ５︶
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ナビット

（患者案内装置N AVITを導入して）
つ呼ばれるかわからず待合室から離れられない、
といった不安感がなくなり、患者さんにはとても好評です。

い

（ 特集「ソラスト リポート」村中和秋氏、P８）

者さんのお家に行ってはその暮らしぶりに触れ︑

お話しするのが楽しかったですね︒

当

介

︶

P
22

護施設でリハビリ担当として働き始めたのですが︑
ヘルパーさんたちを見ていて︑ 本格的に介護の仕事を
しようと決めました︒介護は働きながらスキルアップができ︑
やりがいがある仕事です︒

言葉から

︵﹁こんにちは！ケアマネさん﹂丸岡伸語さん︑

今 号 の

︵藤沢町民病院の在宅部門配属になり︶

患

あちらは住民同士のつながりが強く︑

誰がいつどこで何をしていたか︑ 皆が把握している︒

︶

最初はとまどいましたが︑ やがてそれも心地よく思えてきました︒

︵﹁ドキュメント在宅医﹂鶴岡優子氏︑
P
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院では外来部門と駐車場を隣接して建設し、
各階に連絡通路を設けて患者さんの利便性を図っています。

各階のフロアーには受付機と精算機を設置しているので、
患者さんは総合窓口を通ることなく診察から清算までを
済ませることができます。
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愛知医科大学病院の
新たなる挑戦 ─ 創造する未来へ
愛知医科大学創立 40 周年
（2012 年）の記念事業として 2014 年 5 月に新

設された愛知医科大学病院。
「創造する未来へ」
を基本方針に、最新の情報

システムの構築などさまざまな取り組みを開始した。新病院のコンセプト、

「生活時間の最大活用」
「医療の可視化」
「地域との協力」
を中心テーマに、新
たに始まった挑戦の数々を紹介する。

ソラスト インタビュー
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子どもたちと同じ目線で、子どもたちといっしょに成長できる保育ができたらいいですね。

最新の医療情報システムで患者と医療スタッフの
「生活時間の最大活用」に取り組む
● 愛知医科大学病院
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明るく親しみやすい
開かれた保育園を目指す
ソラスト府中（東京都 府中市）

（「ソラスト施設訪問記」野澤克子さん、P20）
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野浪 敏明氏

連載

育をする」と大上段に構えてしまうと、どうしても堅苦しくなってしまい、
子どもたちとの意思の疎通がうまくいかなくなります。

スローガンは〝 創造する未来へ 〟
高度医療と救急医療を柱に
〝元気ホスピタル〟を目指します
愛知医科大学病院 病院長
（取材時）

（特集「ソラスト リポート」秋田高典氏、P９）

「保
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丸岡 伸語さん

株式会社ソラスト 居宅介護支援事業所
「ソラスト摩耶」
管理者
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愛知医科大学病院の新たなる挑戦

ソラスト インタビュー

─この人に聞きたい
新病院の目指す医療
2012 年に創立 40 周年を迎えた愛知医科大学。その記念事業としてキャンパスの整備・再編が計画的に進められ
ており、最も中心的なプロジェクトである新病院の開設が 2014 年５月、ついに果たされた。新生愛知医科大学病
院の基本指針は「Plus Ultra 〜創造する未来へ〜」
。これを具現化するためのコンセプトの１つに「生活時間の最大
活用」を掲げ、患者をはじめ医療スタッフ等関係者すべてが大切な時間を有効に使えるよう多彩な工夫が施されて
いる。2011 年に就任した野浪敏明病院長に、新病院の目指す医療、大学病院としての使命などを語っていただいた。

野浪 敏明

スローガンは〝創造する未来へ〟
高度医療と救急医療を柱に
〝元気ホスピタル〟を目指します

愛知医科大学病院 病院長（取材時）
独立行政法人 国立病院機構 東名古屋病院 病院長

（現）

動することで、さほど歩かなくても目的の場所に行ける

「さらに先へ、
もっと前に」を意味する
「Plus Ultra（プルスウルトラ）」が
新生愛知医科大学病院の合言葉です

よう構造やレイアウトを工夫しています。
医療スタッフについては、最新の医療情報システムの
導入や人員の充実により業務負担を軽減、本来業務によ
り多くの時間を割けるようにしました。学生や研修医に

─ 2014年５月に開設された新病院は、設備や機能の

は実践を通して学ぶ場を提供し、幅広い知識・技術を身に

充実、患者やスタッフの視点に立った細かな工夫など、

つけた医師を早期に育成する仕組みを作っています。

注目すべきポイントがいっぱいです。まずはこうした取

「医療の可視化」という意味では、電子カルテや地域医

り組みのベースにある基本方針をご紹介いただけますか。

療連携ネットワークシステム「ヒューマンブリッジ」の活

野浪 基本的なスローガン（基本方針）は「Plus Ultra（プ

用を、守秘性を確保しながら進めており、情報共有を図

ルスウルトラ）
〜創造する未来へ〜」
です。
Plus Ultraとは、

ることで医療の質向上を目指しています。もちろん、患

「さらに先へ、もっと前に」という意味のラテン語で、病
院も含めて愛知医科大学全体の未来を創造し、発展を期
す、という思いがこめられています。

者さんへの説明は重視しており、これまで以上に時間を
かけてていねいに、わかりやすく行います。
「地域との協力」としては、高度急性期病院としての立

本学では開設40周年を記念してキャンパスの整備事業

場を明確にし、地域の医療機関との役割分担を進めてい

を進めていますが、この事業の目玉が新病院の開設です。

ます。また、当院は基幹災害拠点病院ですので、災害発

新病院が目指すのは“元気ホスピタル”
、すなわち患者さ

生時にもしっかりと診療を継続し、地域の医療を守って

んに元気になっていただくことにより、私たち職員も元

いけるよう東京駅などでも採用されている免震構造を導

気になれるような病院です。そのために職員一同、最大

入しました。災害時にはロビーなどもすべて病室として

限の努力をしたいと思っています。

利用できるよう、医療ガスの配管等も完備しています。

――具体的なコンセプトはどのようなものでしょうか。

高度救命救急センターと
プライマリケアセンターが連携
初期治療の充実で総合医の育成も

野浪 新病院のコンセプトは、
「生活時間の最大活用（Life
time optimization）
」
「医療の可視化
（Hospital visualization）
」
「地域との協力
（Regional collaboration）
」の３本です。

目指します

「生活時間の最大活用」にはさまざまなことが含まれま
す。１つは、患者さんの待ち時間の短縮と有効活用、入
院期間の適正化、院内移動時間・距離の短縮化などです。

―― 診療そのものについてはどのようにお考えですか。

当院ではこれまでも待ち時間対策をいろいろ考えてきま

野浪

したが、なかなか有効な手段がなく、診察室の前でじっ

げています。１つは「大学病院としての高度な医療の提供」

と待っていただくことも多かったのです。しかし今回、

で、近い将来、初診を完全紹介制にし、高度な医療を必

独自の患者案内システムを構築したことで、院内のどこ

要とする患者さん以外は地域の医療機関にお任せし、ま

でお待ちいただいても診察時間が近づいたことをお知ら

た、病状の落ち着いた患者さんは地域に戻す逆紹介を推

せできるようになりました。と同時に、患者図書室やロ

進したいというのが目標です。

新病院での診療方針としては２つの大きな柱を掲

氏

ビーなど患者さんが自由に過ごせる場所も充実させまし

もう１つは、地域との協力という意味も含めて「救急体

た。また、旧病院では患者さんにかなりの距離を移動し

制をさらに充実させていくこと」です。救急に関して当院

ていただかねばならず私たちも心苦しかったのですが、

は、高度救命救急センターを設置しているほか、県内唯

新病院では縦の動線を重視し、エレベーターで各階を移

一のドクターヘリ事業を実施しています。ドクターヘリ
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profile

ソラスト インタビュー

1975年、名古屋大学医学部卒業。
社会保険中京病院、癌研究会附属
病院での研修後、19 8 5 年 12 月
より名古屋大学医学部外科学第二
講座助手。アメリカ・ピッツバー
グ大学Research Fellowを経て、
1996年10月、名古屋大学医学部
外科学第２講座講師。2000年４
月、同第１講座助教授、2001年
４月、同消化器外科助教授、５月
より同教授。2007年４月、愛知
医科大学病院副院長、2011年４
月より病院長を務めた。2014年
11月から東名古屋病院病院長を
務める。専門は消化器外科、肝・胆・
膵外科、肝循環と代謝、門脈圧亢
進症。監修書に『高度技能医への
道』
（医学図書出版）がある。

新病院の目指す医療

は全国で４番目の早さで導入し、県内はもちろん県外の

ました。電子カルテシステムの導入は近年、多くの病院

患者さんの緊急搬送にも貢献してきました。こうした機

で進められており、当院は比較的遅いほうだと思います。

能をさらに充実させます。

しかし、情報技術は年々進化しており、システムの構築

高度医療や救急医療に取り組むことは、医師や看護師

が遅かった分、新しい技術が応用できたのも事実で、医師、

の教育の面でも大きな意義があります。

看護師、その他専門職、誰にとっても使いやすく情報共

―― 高度専門医療の強化の一方で、プライマリケアにも

有がしやすいシステムとなっています。

力を入れておられます。その目的はどんなことでしょう。
野浪

なかでも特徴的なのは、
「各科専用電子カルテ」で、病院

先ほど、初診の完全紹介制を目指すと申しました

全体で統一した電子カルテがまずあり、そのうえで診療

が、実際には紹介状を持たずに来院される患者さんが少

科の専門性に応じた画面を設定しています。これにより

なからずおられます。そうした患者さんにも適切な対応

入力や部門内での運用がより便利になっています。

をしよう、休日や夜間に医療を求める患者さんにも応え

アプリケーションやファイルの管理などほとんどの機

ようということで、２年ほど前からプライマリケアセンタ

能をサーバに置き、端末には必要最小限の機能しか持た

ー（PCC）の活動にも力を入れています。旧病院でプレセ

せないシンクライアント技術も採用しています。入力や

ンターを作って準備を進め、新病院で本格的にPCCをス

閲覧は院内外さまざまな場所で行われますが、端末側に

タートさせました。診断のついていない患者さんの初期

はデータが保存されていないため、情報漏洩の危険性が

治療を幅広く行い、必要に応じて専門医につなぐ仕事は、

なく、不具合の発生もほとんどないなど、非常に安全性

研修医にとってはとても勉強になります。この意味で

が高いのも特徴です。現在、院内外用にシンクライアン

PCCは得難い教育の場ともいえるのです。日本の医療は

ト端末を最大480台まで導入できる仕組みを用意して、順

長らく専門分化が進む傾向にあったのですが、近年は幅

次、普及を図っています。

広い診療のできる総合医の重要性が再認識されるように

もう１つ、この電子カルテは、当院がベンダーと共同

なり、厚生労働省もこうした医師の育成を推進していま

開発した患者案内システム「NAVIT」
（くわしくはP８以降

す。当院のPCCはこうした方向性に沿うものでもありま

を参照）とも連動しており、患者さんの診察室への誘導な

―― 国が進めている地域包括ケアの実現のためにもネッ

ち時間の短縮と有効活用が進んだことで患者さんに喜ん

す。PCCは正面玄関のすぐ脇にあり、高度救命救急セン

どがワンタッチで行えます。これも医師をはじめスタッ

トワークづくりは重要ですね。

でいただけているのが私もとてもうれしいです。スタッフ

ターと隣接して連携を深めています。

フの業務効率化につながっていると思います。

野浪

地域包括ケア推進のためには情報共有が不可欠で

のモチベーションも高まっているようで、新病院で業務の

―― 初診の完全紹介制の実現とフリーアクセスのPCC

―― 地域医療連携ネットワークシステムも、すでにかな

す。近年は在宅で生活しながら病状が悪化したときだけ

効率化、負担軽減を目指したこともあり、本来業務に充て

の活動は両立できるのでしょうか。

り進んでいるのですか。

病院を利用する患者さんも増えており、そうした患者さん

る時間が相対的に高まったことで充実感が得られている

野浪

野浪 こちらはまだ試行段階で、当院への紹介、当院か

についてもネットワークを通じた情報共有がなされれば、

のを感じます。

診療だけでなく、教育、あるいは地域貢献など、多面的

らの逆紹介が比較的活発な開業医の方々に利用してみて

より安心して暮らしていただけると思います。

―― 素晴らしい病院を作られたわけですが、今後の展望

に大学病院の使命を考えるときにプライマリケアへの取

いただいているところです。基本的には当院の持つ患者

り組みはやはり必要だと考えています。

さんの診療情報を、データセンターを中継して開業医の

一見、相反するように見えるかもしれませんが、

コンセプトを具現化するために
最新の医療情報システムを
積極的に活用しています

ナ ビ ッ ト

皆さんにご覧いただき、日頃の診療に活かしていただく

患者、
スタッフ双方の満足度がアップ
今後も最新の“器”
と仕組みを活かし

という診療の柱にさらに磨きをかけていきたいというのが

のが狙いです。セキュリティを確保するため、機能をカ

機能強化に努めていきます

第一の目標です。それと並行してネットワークづくりや連

ルテ閲覧だけに絞った専用のノートパソコンを連携先に
貸し出す仕組みになっています。
地域医療連携ネットワークシステム「ヒューマンブリッ

6

をいま、あらためてお話しいただけますか。
野浪 繰り返しになりますが、やはり高度医療と救急医療

携強化を進めます。どんなに立派な器や仕組みがあって
―― 新病院の開設から数ヶ月がたちました。患者さんの評

も、それを活かしていくのは人です。これまで以上に良い

判や職員の方々の様子をどのように捉えておられますか。

人材の確保に力を入れて、医療の質を高めていきたいと

―― 新病院では医療情報システムの充実にもかなり力を

ジ」を地域に浸透させるべく、地域医療連携協議会の会合

野浪 率直な感想としては、まず院内がとても明るい雰囲

思います。

入れておられます。

を定期的に開催するなど、システムづくりだけでなく医

気に包まれていることを実感しています。

―― 本日は、新しい大学病院の運営をリードされてきた

野浪 はい。新病院開設を機にカルテの電子化を実現し

師同士の関係づくりも進めています。

患者案内システム「NAVIT」の成果は想像以上で、待

お立場からの貴重なお話をありがとうございました。
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愛知医科大学病院の
新たなる挑戦 ❷

愛知県
長久手市

ート
ソ ラ ストリ ポ

愛知医科大学

病院

最新の医療情報システムで
患者と医療スタッフの
﹁生活時間の最大活用﹂に取り組む

村中 和秋

伊藤 可宗

自動精算機。NAVITを

医事管理部 医事課 課長

医療情報部
医療情報システム課 課長

かざせば自動的に清算し
てくれる

新病院建設プロジェクト立ち上げから８年がかりで開院にこぎつけた愛知医科大学病院は、
「生活時間の最大活用」という明確なコンセプトを掲げ、すべての取り組みの目標をこの一
言に集約させている。ここでは、患者、医療スタッフ、学生・研修医それぞれが貴重な時
間を有効に使うための原動力として構築された、最新の医療情報システムを紹介する。

が発行される。
そこには患者ごとに受付番号

オリジナルの患者案内装置で
診察や会計の待ち時間を有効活用
患者にとっての「生活時間の最大活用」

お待ちください」
といった案内表示に変わる。

ち時間対策が不可欠である。
この点で絶大

院内のどこでどう過ごしても自由だ。患者が

な効果を発揮しているのが、
新病院の目玉で

利用できるロビーやカフェ、
コンビニエンスス

もあるオリジナルの患者案内装置「NAVIT」

トア、屋上庭園、患者図書室なども完備。
な

だ。

かにはロビーにノートパソコンを持ち込み仕

NAVITの運用を担う医事管理部医事課

新設された採血・採尿センターでは、採血・採尿受付
機にNAVITをかざすと、その情報に応じて「採血整
理券」や「尿カップ」が発行される

り、
ワンタッチで画面を切り替えると
「院内で
この受付作業さえ済ませれば、待ち時間を

ナ ビ ッ ト

患者案内装置「NAVIT」はスマートフォ
ンほどの大きさで、透明の専用フォルダ
ーに入れて携帯する

NAVITの表示画面は２種類。診察や検査の内容
を示す「本日の予定」
（写真左）と、待ち時間や場
所を指示する「ご案内」
（写真右）表示だ

と当日の診察や検査の予定が表示されてお

を実現するためには、
診察や会計における待

共通の待合ロビーでは、静かな雰囲気の中、
本などを読み時間を有効に活用する患者が多い

事をしている人の姿もある。

各診察室の前には現在診察中の患者の受
付番号と、続く３名の患者の受付番号が明
示される

各階には駐車場との連絡通路があり、フロアーごと
に再診受付機と自動精算機が設置されている。写真
は３階出入口の受付機

の村中和秋課長は、
「 NAVITと呼ばれる端

血液や尿の検査がある場合には、
新病院

末を患者さん一人ひとりに携帯していただ

で新たに設置された採血・採尿センターに行

環境で診察が行われるのも大きなメリット

の利便性を図っています。各階のフロアー

述したように診察室以外に待てる場を充実さ

き、文字と音と振動で個別に案内を行いま

き、
採血・採尿受付機にNAVITをかざす。
する

だ。診察終了後は会計受付と清算手続き

には受付機と精算機を設置しているので、

せたこと、
職員が模擬患者となって十分なリ

す。NAVITやNAVITを発行する再診受付

と、
その情報に応じて自動的に
「採血整理券」

を、
NAVITを用いて自動で行う。

患者さんは総合窓口を通ることなく診察から

ハーサルを重ねたこと、
の５つを挙げる。

機は、
当院とベンダーとの共同で独自に開発

や
「尿カップ」
が発行されるのでスムーズだ。

し、採 血・採 尿 受 付 機 、自動 精 算 機は、

8

秋田 高典
医事管理部 部長

診察の順番があと３人まで近づくと、
「診

「NAVITには呼出し機能もついており、

清算までを済ませることができます」
と、患者

NAVITは現在、
１日2,000人余りを数え

万一患者さんが診察室に来られなかったり、

の動線に配慮し、
建物のつくりと連動させて

る外来患者全員に行き渡るよう2,500枚が

NAVITと合わせて運用するようにしました」
と

察室付近でお待ちください」
とNAVITが案

何か連絡事項が生じたりした場合などは速

システムを運用する様子を語るのは、医事

稼働。
システムは順調に運用されており、
待

説明。
「これにより、
いつ呼ばれるかわからず

内。
さらに診察の順番がくれば、
入室の案内

やかにその内容を送ることができます。
『診

管理部の秋田高典部長だ。

ち時間に関するクレームや質問は激減して

待合室から離れられない、
といった不安感が

が行われる。入室案内は外来担当医が電

察が30分程度遅れています』
といった表示

秋田部長は、
NAVITが成功したポイントと

いる。ただし、開発担当部門である医療情

なくなり、患者さんにはとても好評です」
と成

子カルテを通じてNAVITに送信するので、

も、
わかりやすいと好評を得ています」
と村中

して、
「生活時間の最大活用」
という明確な目

報部医療情報システム課の伊藤可宗課長

果を語る。

医師にとってもドアを開けて患者を呼び入れ

課長。

標があったことをはじめ、
できること、
できないこ

によれば、
「 部門システムとの連動」
など一

NAVITはスマートフォンほどの大きさで、
来

る煩わしさがない。呼出しや問い合わせによ

「当院では外来部門と駐車場を隣接して

とを明確化したこと、
各種委員会を組織して

部に課題も残っているという。現在はできて

院した患者が診察券で受付を行うとNAVIT

る人の声がほとんどなくなったことで、静かな

建設し、各階に連絡通路を設けて患者さん

会議を重ね運用方法を練りに練ったこと、
前

いない「当日オーダーの反映」
なども今後検
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図 コンセプトに基づいたシステム導入

医療用ソフトウェア（プログラム）の一部が
2014年11月25日から法律上「医療機器」に
ソフトとハードは正反対の意味のはずだが、医療分野で使われる単体のソフトウェア
（プログラム）は、用途によっては法律上、医療機器として扱われることになった。
2013（平成25）年11月27日に公布された「薬事法等の一部を改正する法律」
（法律第84号）に基づき、
薬事法が名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」

種村 新司朗
病院事務部 兼 医事管理部
（元新病院建設委員会事務局担当）

（略称「医薬品医療機器等法」
）に改め、2014年11月25日から施行される。

規制することで安全性を担保

テーブル席を多数設けた
２階ロビー

しないプログラムについて、表のように例示している。例えば、医

に位置付けて、特に再生医療や医療機器の関連産業を活性化し

療事務で用いるようなプログラムは、院内業務支援プログラムの

よう、という背景もある。また、従前の薬事法は主として医薬品

範囲に入り、医療機器には該当しない。

和という意味では、必ずしも適切なものではなかった。
そのような状況を踏まえて、医薬品医療機器等法（第2条関係）

各フロアーにはホテルさながらのロビーが設けられ、
患者はここで読書やおしゃべり、仕事など自由に過ごすことができる

討していく考えだ。

「各科専用電子カルテ」を導入し
若手医師の教育支援にも活用

ゆったりとしたイスが並ぶ３階ロビー

この各科カルテについて、
「 若手医師の教

な課題であり、
生活時間の最大活用をさらに

育支援にもつながります」
と言い、
「自由記

追求する意味でも期待される機能で、
ゆくゆ

載方式では、何を書いてよいかわからなかっ

くは研究のためにデータを整理する機能も

たり、
記載漏れが起きたりしがちです。
しかし、

充実させていく。

医療スタッフの生活時間を最大活用する

診療科ごとに入力項目の明確化、
記載項目

電子データの活用にはセキュリティの強

ための取り組みには、患者とスタッフの動線

の統一がなされていれば、書くべきこと、
つま

化が欠かせないが、同院の電子カルテは、

分離、関連部門の隣接設置による移動距

り診察で把握すべきことがわかりやすく、
ま

データや機能をサーバ側に集中させたシンク

離の短縮、電子カルテと物流システムの連

た、
先輩医師の記載を参考にすることもでき

ライアントシステムであるためもともと安全性

動による業務効率アップなどがあるが、
最大

ます」
と説明する。

が高い。
さらに現在は世界最高レベルの情

のポイントは、
「 各科専用電子カルテ」の導
入である。
「電子カルテシステムそのものは各科共通

蓄積したカルテデータの活用で
さらなる「生活時間の最大活用」を期待

報保護を目指し、
ドイツ政府が民間IT企業と
共同開発し、
EUやNATO軍も採用している
ジ ー ナ

セキュリティソフトウェア、
「 S INA」の導入も

なのですが、
入力する項目や情報量は診療

学生教育という意味では、
指導医が教育

進めている。
こうして院外で、
個人用パソコン

科によってかなり異なることを考慮し、
入力画

に活用したいと考える実際の症例のカルテ

を使ってカルテを操作しても情報が漏れない

面を各科ごとに構築しました。
これにより医師

を、個人情報をマスキングした状態で
「学生

仕組みを確立し、
医師の利便性をさらに向上

が使いやすい、
充実したカルテが作成できる

教育用カルテサーバ」
に保存し、
学生はそれ

させようとしている。

ようになりました」
と伊藤課長が紹介する。

を使ってカルテ記載や指示出しのシミュレー

新病院のコンセプト、
「 生活時間の最大

ションを行う、
といった問題解決型臨床実習

活用」
は、
こうした最新の医療情報システム

の新しい仕組みづくりも進めている。

の整備、
運用をベースに、
着々と具現化され

新病院建設にあたって結成された新病院
建設委員会の事務局を当時担当した病院
事務部兼医事管理部の種村新司朗氏は、

こうしたカルテデータの活用は今後の大き

ている。

厚生労働省では、医療機器に該当するプログラム、それに該当

この法律の施行は、政府が健康長寿産業を戦略的分野の一つ

を対象とした法律であり、医療機器に対する規制あるいは規制緩

開放的な屋上庭園

度あるか、といったものだ。

ただし、安全性という意味では、そのように明確に二つに分け
るのが難しい場合もある。そこで、いわゆるグレーゾーンの存在も
想定したうえで、経済産業省は2014年7月、
「医療用ソフトウェア

において、医療機器の定義に、人もしくは動物の疾病の診断・治

分野

療・予防に使用されること、または人もしくは動物の身体の構造・

ドライン 2014（手引き）」を公表した。同ガイドラインは、医薬品

機能に影響を及ぼすことが目的とされているプログラム、その記録

医療機器等法は適用されないものの、リスクが少しありそうなソフ

媒体を加えたのである。
もちろん、
それは単なる規制緩和ではない。

トウェアを対象としている。同ガイドラインでは、①ソフトウェアを

プログラム（記録媒体含む、以下同）を医療機器として規制するこ

組み合わせて使った場合、②データを長期にわたって大量に蓄積

とで、その安全性を担保するのである。

していった場合、などでの動作における新たなリスクも指摘してい

単体プログラムが医療機器に該当するかどうかの判断の基準
は、①プログラムが疾病の治療・診断等にどの程度寄与するのか、

ヘルスソフトウェア開発に関する基本的考え方

る。
いずれにしても、医薬品医療機器等法が施行される2014年11

②プログラムの機能に障害等が生じた場合において人の生命・健

月25日からは、医療現場で使われるソフトウェアについて留意す

康に影響を与えるおそれを含めた総合的なリスクの確度がどの程

る必要があるといえよう。

表

（文責：編集部）

医療機器に該当すると考えられるプログラム、 該当しないと考えられるプログラム
医療機器に該当すると考えられるプログラム

①医療機器で得られたデータ（画像を含む）を加工・処理し、診断または
治療に用いるための指標、画像、グラフ等を作成するプログラム
画像診断機器で撮影した画像や検査機器で得られた検査データを加工・
処理し、病巣の存在する候補位置の表示、病変または異常値の検出の支援
を行うもの

◆

造影剤を用いて核医学診断装置で撮影した画像上の造影剤濃度や放射性
医薬品濃度の経時的変化データを処理して生理学的なパラメータを計算し、
健常人群等との統計的な比較を行うもの
◆

簡易血糖測定器等の医療機器から得られたデータを汎用コンピュータま
たは携帯情報端末に転送し、測定データを加工・処理して糖尿病の重症度
等の新たな指標の提示を行うもの

◆

②治療計画・方法の決定を支援するためのプログラム
（シミュレーションを含む）
◆ 放射線治療における患者への放射線の照射をシミュレーションし、人体
組織における吸収線量分布の推定値を計算するもの
◆ 画像を用いて脳神経外科手術（形成外科や耳鼻咽喉科、脊椎外科などの
手術を含む）をナビゲーションするもの
◆ CT 等の画像診断機器で撮影した画像を加工・処理して、整形外科手術
の術前計画を作成するもの

該当しないと考えられるプログラム
①医療機器で取得したデータを、診療記録として用いるために
転送、保管、表示を行うプログラム
②データ（画像は除く）を加工・処理するためのプログラム
（診断に用いるものを除く）
③教育用プログラム
④患者説明用プログラム
⑤メンテナンス用プログラム
⑥院内業務支援プログラム
◆ 総合コンピュータシステム（レセコン・カルテコン）において、入力された
カルテ情報から情報提供用文書の出力、受付、会計業務、レセプト総括発行等
の集計作業を行うもの
⑦健康管理用プログラム
◆ 電子血圧計等の医療機器から得られたデータを転送し、個人の記録管理用と
して表示、保管、グラフ化するもの
⑧一般医療機器（機能の障害等が生じた場合でも人の生命および健康に影響を
与えるおそれがほとんどないもの）に相当するプログラム
◆ 汎用コンピュータや携帯情報端末等を使用して視力検査及び色覚検査を行う
もの
◆ 携帯情報端末内蔵のセンサ等を用いて、体動を検出するもの

資料：厚生労働省「医薬品医療機器等法におけるプログラム医療機器への該当性についての基本的な考え方について（案）
」
（パブリックコメント）
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開発ガイ

注：◆で示しているのは代表的なプログラム
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● つるかめ診療所の患者は40〜50人で、現在はその約8割を優子医師が担当している

2007年12月、夫の鶴岡浩樹医師とともにつるかめ診療所を開業した鶴岡優子医師。40〜50人の訪問診療
を担うほか、専門職が集う「つるカフェ」や、市民啓発の場としての「つるカフェ市民講座」を展開。また、近々
訪問看護事業に参入するなど、同診療所は新たなステージを迎えている。
現在も月に２回、自治医科大学附属病院で外来診療を担
当。また、自治医大、順天堂大学での講義も続けている

つるかめ診療所

鶴岡 優子氏

ドキュメント

在宅医

医師

！

1993年、順天堂大学医学部卒業後、旭中央病院で臨
床研修。1995年、自治医科大学レジデント。1996年
より旧藤沢町民病院で地域医療に従事。2001年より２
年間、アメリカで代替医療を研究。自治医科大学総合
診療部在宅医長を経て2007年、つるかめ診療所開業。
2011年、
「つるカフェ」立ち上げ。往診かばん研究家と
しても活動。週刊医学界新聞に「在宅医療モノ語り」を
連載中。

熱 い 使 命 に 燃 える

「つるカフェ市民講座」では、エプロンをして参加者にコ
ーヒーとお菓子をふるまうなど店主に徹する。テーブル
から溢れるほどのお菓子は、
「つるカフェ」の活動に共感
する人々が全国から送ってくれたもの

奥さんと娘さんが介護をしている3世代同居の家族。訪問での診察も見守る

つるかめ診療所では、非常勤講師を務め
る自治医科大学をはじめ、積極的に学生
の実習を受け入れている。後列の２人は
学生、手前が浩樹医師

「あなたの家で」を“ダイジ”にしながら
訪問診療、市民啓発に飛び回る「つるカフェ」店主
自宅の一室を改装し
日本一小さな診療所を開設

かった」と悔やむ。
当時、自治医科大学総合診療部に
所属し、他のスタッフと当番制で24

「先生、水を取ってくれ」—。10

時間の在宅医療に取り組んでいた

年ほど前、歴史ある家の家長として、

が、このことがあってから、
「もっと

常に家族の中心であり続けた80代の

全面的に患者さんと向き合いたい」

末期肺がん患者を訪問し、こう切り

と、
“主治医”としてのかかわりを強

出されたとき、思わず「当番の日じゃ

く意識するようになった。

ないかも…」
「学会と重なったらどう

これが開業を考える大きなきっか

しよう…」などが頭に浮かび、即答

けになり、2007年12月、生年月日が

できなかったことが心に引っかかっ

同じ夫の鶴岡浩樹医師とともに、40

ていた。

歳記念の意味もこめてつるかめ診療

こうき

このときは少し間を置いて家族が

所を開設した。自宅の６畳間を改装

コップ１杯の水を差し出したため、

しただけの、おそらく日本一小さな

「水を取る」の真意がそのままの意味

在宅専門診療所。当初、常勤は開設

だったのか、
「死に水を取る」を意味

者である浩樹医師ただ１人。自身は

していたのかわからなくなってしま

自治医大に勤務しながら非常勤医の

ったが、当の鶴岡優子医師は、
「看取

立場で参加した。

りを求める人に安心感を与えられな
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自宅での開業に踏み切った背景に

2014年７月の「第３回つるカフェ市民講座」の関係者が自治医
科大学講堂に勢揃い。ボランティアは年々増えて、この日は30
名以上が集結した
（佐藤元美・一関市国保藤沢病院院長撮影）

新しい薬を処方する場合は、家族とカルテや
お薬手帳を確認しながら相談する

が先で、優子医師はその影響を受け

で学んだことがいまの栃木での活動

た。
「結婚のために夫の所属する自治

につながっています」

リビングの窓際で、患者の故郷の話などをしな
がらリラックスした雰囲気で脈の測定

「３つのダイジ」
を基本理念に
新たなステージへ

医大に移り、岩手の藤沢町民病院（現

地域の専門職に声をかけ「つるカ

つるかめ診療所は、
「
『あなたの家

は、当時小学校４年生だった長男を

一関市国保藤沢病院）への赴任、ア

フェ」を始めたのも、藤沢町のような

で』をダイジにします」
「多様な価値観

筆頭に一男二女の子育てをしていた

メリカのケース・ウェスタン・リザー

人間同士のつながりが、在宅医療を

をダイジにします」
「仲間を増やすこ

こともあった。
「家で仕事をしていれ

ブ大学（家庭医療学）への留学も夫婦

継続するためには不可欠と感じたか

とをダイジにします」の３つを理念と

ば、学校から帰ってくる子どもたち

一緒。子どもが生まれてからはその

らだ。立ち上げのきっかけは東日本

している。ダイジとは栃木弁で大丈

に『お帰りなさい』と言ってあげられ

つど子連れで引っ越しました」と楽

大震災だったが、同様の問題意識を

夫の意味。人々が何かあると
「ダイジ、

ますから」と優子医師。現実には電

しそうに話す。

持つ専門職が予想以上に多かったこ

ダイジ」と声をかけ合う、温かな語感

ともあり活動はその後さらに活発化。

が気に入って使っている。

話対応などで忙しく、子どもとはす

藤沢町民病院では第一子出産後、

子 育てが 一 段 落したのに 加え、

れ違うことも多かったというが、３

在宅部門配属になり、地域で暮らす

2012年からは年１回、誰もが参加自

人はすくすくと成長し、現在は高２、

約100人の在宅患者を担当した。

由の「つるカフェ市民講座」を開催。

2013年から浩樹医師が日本社会事業

中２、小５に。つるかめ診療所が主

「患者さんのお家に行ってはその

講演会とシンポジウムの後、茶話会

大学専門職大学院教授に就任。診療

催する「つるカフェ市民講座」で資料

暮らしぶりに触れ、お話しするのが

を行い、自らは店主として雑事をこ

所の中心的立場になった優子医師は

の配付やコーヒーサービスを手伝っ

楽しかったですね。あちらは住民同

なしながら、参加者同士の出会いと

この春、ともに働く看護師２名、事

てくれるなど両親の活動にも協力的

士のつながりが強く、誰がいつどこ

交流を支援しているのが大きな特徴

務員１名を雇用し、近々訪問看護ス

だ。

テーションを開設しようと準備を進

だ。

多職種勉強会「つるカフェ」が
市民講座、
振り返りカフェに発展

で何をしていたか、皆が把握してい
る。最初はとまどいましたが、やが

さらに2014年４月からは、亡くな

めている。
「つるかめ診療所は新たな
ステージに入りました」と優子医師。

てそれも心地よく思えてきました。

った患者の関係者によるいわゆるデ

医師が単独で頑張るのではなく、看

スカンファレンスとして「振り返りカ

鶴岡夫妻はともに東京都出身。地

護師や役場の福祉職などが一緒に活

フェ」も行っている。看取り数は年間

を入れていきたい」と語る笑顔には、

域医療に興味を持ったのは浩樹医師

動してくれるのも心強かった。ここ

30名以上である。

エネルギーが満ち溢れている。

「今後は診療に、地域連携に、一層力

13

視点

医療・介護を
に
理解するため

表１ 社会福祉法人の基本的な性格
１．社会福祉法人とは

今問われている「社会福祉法人のあり方」とはどんなこと？

政府の審議会等が主に指摘しているのは、
「社会福祉法人の透明性」「内部留保」「地域貢献」
「他の事業者との公平性（イコールフッティング）」の
問題等です。

近年、 社会福祉法人のあり方が、さまざまな観点から問われるようになりました。このよ

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の規定に基づき、
所轄庁の認可を受けて設立される法人（法第22条）
。
● 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手と
してふさわしい事業を確実、効率的かつ適正に行うため、
①自主的な経営基盤の強化
②福祉サービスの質の向上
③事業経営の透明性の確保を図る必要がある
（法第24条）
。
●

２．社会福祉法人の基本的な性格

に、規制緩和をすべきではないか」
「 経営

社会福祉法人は、学校法人、宗教法人等と同様に旧民法３４条に基づく公益法人から発展した特別法人。
● 社会福祉事業を行うことを目的と
し（公益性）
、残余財産は社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者に（最終
的には国庫に）帰属しなければならない（非営利性）
。このような残余財産の帰属方法から、法人設立時の寄附
者の持分は認められない。
（２）公共性・純粋性
● 社会福祉事業の経営主体は、本来、国や地方公共団体等の公的団体であるべきとされた
（公共性）
。
● 戦前の民間社会福祉事業は、財政的窮乏から、社会福祉事業よりも収益事業の経営を行い、社会的信用の失
墜を招いたため、社会福祉法人は、なるべく社会福祉事業のみを経営すべきであるとされた（純粋性）
。
（３）公の支配（憲法第８９条）
●「公金その他の公の財産」
は、
「公の支配に属しない」
「慈善又は博愛の事業」に対し、これを支出し、又はその利
用に供してはならないとされており、
「公の支配」として、補助金等の助成を受けた社会福祉法人に対し、行政に
よる監督等が行われる。

主体間で異なる財政上の措置を見直すべ

●

出典：社会保障審議会福祉部会（2014年8月27日開催）資料より

生活保護法に規定する救護施設、更生施設
● 生計困難者を無料または低額な料金で入所させて
生活の扶助を行う施設
● 生計困難者に対して助葬を行う事業
● 児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施
設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障
害児短期治療施設、児童自立支援施設
● 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養
護老人ホーム、軽費老人ホーム
● 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設
● 売春防止法に規定する婦人保護施設
● 授産施設
● 生計困難者に無利子または低利で資金を融通す
る事業
● 共同募金を行う事業
（法第113条）
●

社会福祉法人の
基本的な性格
厚生労働省は今年（2014年）8月、社
会保障審議会福祉部会を7年ぶりに再開

るいは名士と呼ばれているような人たちが、

整備に対する補助」
「 法人税、固定資産

社会福祉法人を作りました。 比較的早く

税、寄付税制等について非課税」
「 職員

設立された社会福祉法人の源流は、その

等を対象とした退職手当共済制度」といっ

ような人たちなのです。

た優遇措置があります。また、そのような

もうひとつ知っておきたいのが、医療の

優遇を受けている以上、社会福祉法人の

的な見直しをするため、集中的な審議を始

分 野での 社 会 福 祉 法 人 の 貢 献です 。

基本的な性格として、③「公の支配」が加

めました。事務局（厚生労働省社会・援護

2013（平成25）年医療施設調査による

わります。つまり、監督官庁から強い規制

局）
では、同部会での主な検討課題として、

と、同年10月1日現在で、全国に8,540

を受けることになるのです。

①社会福祉法人制度の意義、②経営組

ある病院のうち193（2.3％）
、また10万

社会福祉事業には、入所施設サービス

織のあり方、③業務運営・財務運営のあり

528ある一般診療所のうち8,423（8.4

を中心とした第一種社会福祉事業、在宅・

方、④運営の透明性の確保のあり方、⑤

％）が社会福祉法人によって開設されてい

通所サービスを中心とした第二種社会福

法人の連携・協働等のあり方、などを挙げ

ます。それぞれが医療施設として、医療分

祉事業があります。この第二種社会福祉

ています。

野で貢献しています。

同部会において事務局が、社会福祉
法人に関するさまざまな資料を提出していま
す。その中でも、ぜひ知っておきたいのが
「社会福祉法人の基本的な性格」という資
料です（表1）
。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行う
ことを目的とした組織で、1951（昭和26）

公益性・公共性などで
優遇措置
社会福祉法人は、本来は国や自治体

︽ 経営主体 ︾

し、社会福祉法人のあり方について根本

一方、第一種社会福祉事業について
は、社会福祉法第60条で「国、地方公

が行うような社会福祉事業を担っていて、

共団体又は社会福祉法人が経営すること

不採算が見込まれるような事業についても

を原則とする」
と規定しています。そのため、

実施することが求められています。

の「社会福祉法人の在り方等に関する検
討会」は2014（平成26）年2月20日、イ
コールフッティングを議題に、第6回検討
会を開きました。そこで議論が決着したわけ
ではありませんが、イコールフッティングの
指摘を乗り越える一つの方向性として、地

社会福祉法人は本来、地域でのニーズ

《 以下の事業は社会福祉事業には含まれない 》
※法第２条第４項
更生保護事業
実施期間が６月（連絡・助成事業は３月）
を超えな
い事業
● 社員又は組合員のための事業
● 第一種社会福祉事業及び一部の第二種社会福
祉事業であって、保護を行う者等が一定割合に
満たない事業
● 助成事業のうち、助成額が毎年度500万円に
満たないか、 助成を受ける社会福祉事業数が
50に満たない事業
● 共同募金を行う事業
（法第113条）
●
●

をくみ取り、率先して、公益的な活動を行
うことが期待されています。そのような活動
をきちんとしていれば、イコールフッティング
を確立すべきという指摘、あるいは「内部
留保が多すぎる」などという指摘は出なかっ
たかもしれません。
「社会福祉法人の在り方等に関する検
討会」
（前出）が2014（平成26）年7月に
まとめた報告書では、社会福祉法人の今
日的な役割の一つを「社会福祉制度のセ

行政又は社会福祉法人が原則（都道府県知事等への届出が必要）※法第60条、第62条第1項
● その他の者は、都道府県知事等の許可が必要。※法第62条第2項
● 個別法によって、経営主体が制限される場合がある。
保護施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政又は社会福祉法人等に限定。
※生活保護法、老人福祉法に規定

（

）

出典：社会保障審議会福祉部会（2014年8月27日）資料

ーフティネット」としたうえで、
「地域における
公益的な活動」の推進を重視しました。
そのような公益的な活動を念頭に、同
報告書では、社会福祉法人について「経
営努力やさまざまな優遇措置によって得た
原資については、主たる事業である社会

んど制限はなく、営利法人の参入も可能
です。

そのような状況を踏まえて、厚生労働省

地域で公益的な活動を

●

事業については、経営主体についてほと

きではないか」といった意見が出ています。

域への貢献を増やすことが挙げられました。

表2 第一種社会福祉事業
経営適正を欠いた場合、 利用者の人権擁護の観点から問題が大きいため、
確実公正な運営確保の必要性が高い事業（主として入所施設サービス）

価して、社会福祉法人に対しては、
「施設

改革会議では「特別養護老人ホームにつ

（１）公益性・非営利性

深い理解につながります。

取り組んでいた篤志家、慈善事業家、あ

性を保とう、ということです。 政府の規制
いては多様な経営主体が参入できるよう

うな状況を踏まえて、これまで特に福祉の分野で大きな役割を果たしてきた社会福祉法人に
ついて、 あらためて基礎的な知識を固めておきましょう。 それが、 医療・介護の分野のより

です。 つまり、 他の事業者と足場・基盤
（footing）
を共通（equal）にしよう、公平

福祉事業はもとより、社会や地域での福
一種社会福祉事業について知っておく必

年4月、
「措置から契約へ」をキャッチフレー

祉サービスとして還元することが求められる

要があるといえます。
（表2）

ズに介護保険制度がスタートしてからは、

ことを改めて認識する必要がある」としてい

社会福祉法人をめぐる状況が様変わりしま

ます。

介護保険制度導入を機に
状況が様変わり

＊

した。 例えば、介護老人福祉施設（特別
養護老人ホーム）の経営だけを行う社会福

本業に相当する「第一種社会福祉事

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施

社会福祉法人は、補助金があり、税制

年に施行された社会福祉法（旧・社会福祉

したがって、社会福祉法人の最も基本

設）の大多数が社会福祉法人によって開

上などでも優遇措置を受けている以上、さ

そこから派生してきたのが、介護などの

な活動」という二つのキーワードで、現在

事業法）で規定・制度化されたものです。

的な性格として、 ①公益性・非営利性、

設・経営されています。まさに、社会福祉

まざまな社会福祉事業を行うことが期待さ

分 野ではイコールフッティング（ e q u a l

の社会福祉法人について理解を深める必

主として、それまで各地で社会福祉事業に

②公共性・純粋性、があります。それを評

法人に関する理解を深めるためには、第

れています。ところが、2000（平成12）

footing）
を確立すべきである、という指摘

要があるようです。
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祉法人も登場します。

業」、本業とは別の「地域における公益的

（文責・編集部）

15

の
今回 マ
テー

医療従事者、介護従事者のための

どうなる次 期 改 定

診療・介護報酬

表 次期（2015年度・2016年度）改定に関連する主な動き
《 2014（平成26）年 》
●

2015（平成27）年度介護報酬改定に向けての動きが本格化するとともに、2016（平成28）年度診療報酬改定に向けて

●

の動きも始まろうとしています。これらの動きと併せて注目しなければならないのが「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」に基づき、消費税増収分を活用して都道府県に設置する「基金」

●

の使途で、この検討も始まっています。次期改定の動向を知るためには、これらの動きをしっかりと把握する必要があります。
（医療ジャーナリスト 牧 潤二）

●

●

2015年度の介護報酬改定、2016年度の診療報酬改定の行方
注目される3つの会議
はじめに、改定に向けての主要な動き
をまとめておきます（表）
。
2015（平成27）年度介護報酬改定に向
けて、社会保障審議会介護給付費分科会

長、
保険者、
医療機関の職能団体の代表者、

会」を設置し、介護保険制度を所管する

介護サービス事業者、学識経験者などで

老健局とは別に、検討を続けています。6

構成されています。今後、同会議は、都

月20日に開催された第2回「福祉人材確

道府県が設置する「基金」の使い道などに

保対策検討会」では、若手で高学歴の介

大きな影響を与えることになります。
（写

護従事者が「若者がもつ介護に対するイ

真3）

メージの実態と正しい理解を促進するた

が2014年4月から議論を開始。同年9月
3日に開催した第107回分科会で、総論
的な議論を一通り終えました。
（写真1）
中央社会保険医療協議会（中医協）では

地域支援事業への移行問題
社会保障審議会介護給付費分科会は9

7月から8月にかけて、2号側（診療側）に

月3日で議論を一巡しました。この間は、

おいて、日本医師会、日本薬剤師会を代

事務局（厚生労働省老健局）による総論的

表する委員各1名が交代しました。これ

な説明が中心で、焦点を絞った議論には

は次期改定を視野に入れて、それぞれの

至っていません。

組織が対応したものです。また、厚生労

今後の議論で一つの焦点となるのは、

めのアプローチ手法」と題し、プレゼンテ
ーションを行いました。同検討会は、社
会保障審議会介護給付費分科会とは違っ

6月25日 「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」公布・一部施行。医療法関係は2014（平成26）年10月以降、
介護保険法関係は2015（平成27）年4月以降、それぞれ順次施行
7～8月 中医協・2号（診療側）委員の交代、厚労省・事務局側の人事異動。 次期
改定に向け人的体制固まる
7月25日 厚労省が医療介護総合確保促進会議を設置、
「地域における医療及び介
護を総合的に確保するための基本的な方針」
（総合確保方針）の検討開始

写真1 社会保障審議会介護給付費分科会
（2014年9月3日）

9月3日 社会保障審議会介護給付費分科会が2015（平成27）年度介護報酬改定
に向けて議論一巡

●

9月8日

●

9月12日 厚生労働大臣が「総合確保方針」を告示

医療介護総合確保促進会議が第3回会議で「総合確保方針（案）
」に合意

●

10月3日 厚労省が2014（平成26）年介護事業経営実態調査の概要を公表

（以下、見通し）
●

●

12月 2015（平成27）年10月から消費税率を10％に引き上げることについて、政府
が最終的な判断／政府が2015（平成27）年度予算編成
12月 社会保障審議会介護給付費分科会が介護報酬改定の基本的な考え方取りまとめ

写真2 中医協・総会（2014年8月27日）

《 2015（平成27）年 》
1月 介護報酬改定案の諮問・答申
4月 介護報酬改定（消費税率引き上げがあれば併せて対応）
（10月 消費税率が10％に引き上げ）
●
●

《 2016（平成28）年 》
●

4月

診療報酬改定

たアプローチをしているので、その動向

写真3 医療介護総合確保促進会議
（2014年9月8日）

が注目されます。

「お泊まりデイ」にガイドライン
った意見もあります。
介護保険の対象外ですが、現実に根強

厚生労働大臣が9月12日、
「総合確保方

一律の制度だけでは、それぞれの地域の

そこで、関係者の間から一つの考え方

針」を告示しました。その内容・構成は全

実情を踏まえた対応が難しいが、それを

働省・事務局側においても7月、中医協を

予防給付（介護予防）のうち訪問介護と通

いニーズがあるのが、いわゆる「お泊まり

として出されてきたのが、介護事業者が

体として、地域包括ケアシステムの構築

補う財源として、都道府県に設置した「基

担当する保険局長、課長クラスの人事異

所介護を2017（平成29）年度末までに市

デイ」
（宿泊サービス）です。8月27日に開

保険外収入を積極的に得るようにして、

のための方向を示したものとなっていま

金」の一部を活用するというものです。

動がありました。よほどのことがない限

町村の地域支援事業に移行させることに

催された第106回介護給付費分科会で、

それを財源として従業員の賃金を上げる

す。

り、これらの中医協委員、厚労省幹部職

ついてです。介護予防にかかわることの

事務局が、通所介護の事業所の1割程度

という方法です。保険外収入の確保とい

その「総合確保方針」の中でも、診療報

金」の使途や配分などについて検討・検証

員で、次期の2016（平成28）年度診療報

できる能力のある民間非営利団体(NPO)

が宿泊サービスを実施していて、その実

う観点から「お泊まりデイ」をどう扱うの

酬や介護報酬との関係から注目されるの

していくなど、たいへん重要な役割を担
っているといえます。

酬改定に臨むことになります。
（写真2）

やボランティアなどの人材がほとんどい

施率は小規模事業所で高くなっている、

か、そのガイドラインの内容なども含め

が、新たな財政支援制度として都道府県

もう一つ、厚労省が7月に設置した医

ない自治体をどう支援するのか――とい

と報告。また、
「利用者保護の観点から、

て、注意深く見守る必要がありそうです。

に設置する「基金」です。

療介護総合確保促進会議にも注目してお

った具体的に検討すべきことは多々あり

届け出制にしたり、事故報告を受けられ

く必要があります。同会議は、6月25日

ます。

る仕組みの構築、ガイドライン的なもの

に公布・一部施行された「地域における医

介護・福祉分野の人材の確保も大きな課

療及び介護の総合的な確保を推進するた

題となりそうです。9月3日に開催された

めの関係法律の整備等に関する法律」に

第107回同分科会では介護人材確保対策

基づいて、
「地域における医療及び介護を

が主要な議題となりました。

総合的に確保するための基本的な方針」
を検討・策定するための組織で、自治体の
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焦点の一つは市町村の

4月28日 社会保障審議会介護給付費分科会が2015（平成27）年度介護報酬改
定に向けて検討開始

を示すことについて検討したい」と、今後

都道府県の「基金」の
使途・配分は？

それは公費によるもので、 今年度は

医療介護総合確保促進会議は、その「基

◇
これから年末・年始にかけて、社会保障

904億円が予定されています。また、
「基

審議会介護給付費分科会において2015

金」の使い道としては、それぞれの地域の

（平成27）年度介護報酬改定に向けての議

厚生労働省の医療介護総合確保促進会

課題を踏まえて、病床の機能の分化・連携

論が急速に進むことになります。そこで

議は9月8日、第3回会議を開き、
「地域に

の推進、在宅医療・介護の体制整備、医療・

は「基金」についても考慮されます。今後

介護報酬の引き上げが欠かせないという

おける医療及び介護を総合的に確保する

介護従事者の確保・養成などが想定されて

は、診療報酬・介護報酬の議論の行方と、

人材の確保に関しては、厚労省の社会・

考え方に対して、
「保険財政が厳しいこと

ための基本的な方針」
（略称「総合確保方

います。

援護局が6月に「福祉人材確保対策検討

を考慮し、もっと経営努力をすべき」とい

針」
）案に合意しました。それを踏まえて、

の対応の方向を示しました。
介護従事者の賃金を上げるためには、

例えば、診療報酬・介護報酬という全国

「基金」の動向についても注視しておく必
要があります。
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まんが：アートラクト

その ④
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73）より

O.Nさん（ヘルパー）

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

「ソラスト府中」は、京王線多磨霊園駅から歩いて５分ほどの住宅街にある。
０〜２歳児対象の乳児保育園。駅前など繁華街に多い認証保育所には珍しく、

「０歳児は発達の状況がまちまち。つ
まずいたり、転んだり…注意が必要
です。子どもたちの成長ぶりが見ら
れるのが楽しい」と、開設時から勤
務する保育士の永沼幸子主任

緑が残る静かな環境は、子どもたちがのびのびと育つには最適。昔からの住
民も多く、近くには公立中学校や高齢者施設もある。こういった地域の特長
を生かし、地域と連携できる開かれた保育園を目指している。

東京都認証保育所

ソラスト府中

園長の野澤克子さん

「給食では子どもたちに、がんばって野菜を食
べてもらっています。その代わり、おうちでは
好きなものを食べてください。働いているお母
さんに笑顔でいてほしいのです」と給食担当の
若林貴子さん（右）
と村田千紗子さん

「１歳になると、言葉が出てきて、大
人のまねをするようになります。好
奇心が旺盛な時期なので、事故には
気をつけています」と１歳児のうさぎ
ぐみを預かる保育士の小林由依さん

（東京都 府中市）

緑が残る静かな住宅街に位置する
「ソラスト府中」

地域と連携できる
明るく親しみやすい
開かれた保育園を目指す
子育てにぴったりの
静かで緑がある環境でスタッフも
子どもたちといっしょに成長
府中市小柳町は緑が残る住宅街。
「ソ
ラスト府中」があるのはマンションの１

野１Ｆ
011年４月
プランタン細
● 開 設 :2
－12－１
２
町
柳
小
中市
● 所在地:府
2- 36 8- 37 71
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-3 68 -3 77 2
0
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14 名）
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名、２歳児
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児
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１
名、
カ月～就
12
児
歳
０
（
保育（生後６
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２歳）／一時
～
日
57
後
のみ）
:月極保育（生
きのある場合
● サービス
、定員に空
学前。ただし

ンだ。この園を引き受けた決め手は「明

を回覧しましょう」など、それぞれが積

るくて親しみやすい、開かれた施設を目

極的にアイデアを出せる雰囲気づくりも

指す」というソラストの保育理念に惹か

園長の役目だという。

れたからだ。
「
『保育をする』と大上段に構えてしま
うと、どうしても堅苦しくなってしまい、

地域との信頼感が確実に醸成
ソラスト府中の入園児は、保護者から

子どもたちとの意思の疎通がうまくいか

見て取れる。

なくなります。子どもたちと同じ目線で、

の紹介が多い。ソラストの保育園はどこ

子どもたちといっしょに成長できる保育

も定期的に「公開保育」を開催している

ができたらいいですね」

が、ここ「府中」では、公開保育の見学

「この辺りは、新しくきた若い世代だ

親子運動会は
毎回賑やかに行われる
（1歳児クラスの様子）

ソラストならではの「公開保育」で

階だが、外からでも内部のゆったり感が

けでなく昔からのお年寄りも多いです

ソラスト府中のスタッフの皆さん

よ。最寄り駅までは５分ほどですが、静

だからこそ、野澤さんは保育士それぞ

者募集を告知すると、１週間ほどで定員

かで緑がある環境は子育てにはぴったり

れの自主性を重んじる。
「今年はハロウィ

になってしまうという。そして、そのう

です」というのは、着任１年目の園長、

ンをやりたい」
「ほかのクラスが何をやっ

ちの半数以上が保護者からの口コミで、

野澤克子さん。保育士歴30年のベテラ

ているか一目でわかるように作業ノート

見学を希望する新規の人たちだというか

後期離乳食の給食の見本を出して
いる保育園は珍しい。
今日のおやつはパン粉クッキー

ら、この保育園の地域での評判の高さが

いのも、同園ならでは。
「お見送りはパパ

を知ってもらうために引き取り訓練も行

うかがえる。

の役目」という家庭が多いようで、朝、

っている。

「保護者の生の声を聞いて、見学にき

３～４人の父親が顔を合わせることも珍

「中学校の先生たちも様子を見にきて

てくれるのは本当にうれしいですね」

しくない。行事には祖父母世代も積極的

くれます。運動場だけでなくいろいろな

と、野澤さん。ソラスト府中の信頼感

に参加する。

道具もお借りするのですが、せっかくで

が少しずつ確実に地域に浸透している
保護者
の声

事情ができ、年度途中でも受け入れてもらえる保育園を探して
いました。ここに決めたのは、見学時、日の光が差し込む室内で、

のだ。これは、保育園と保護者のコミュ
ソラストの医療事業に勤務していることもありますが、
加えて「公開保育」での保育士さんたちのやわらかな印象

楽しそうに過ごす子どもたちを目の当たりにしたからです。明るくハ

が入園の決め手になりました。園内に飾られている展示物な

キハキとした先生方、先生同士の仲のよさも安心して子どもを託せる

ども手作りで温かい雰囲気でした。お迎えの時に、今日ので

と感じました。うちの子は現在１歳11カ月。入園して９月でちょうど

きごとを細かく伝えてくださるので、日中の様子がよくわか

１年になりました。先生に抱っこされて嬉しそうにしているわが子を

り本当に安心して子どもを預けられます。お陰さまで、娘も

見て、こんなに大事にしていただいているのだと実感しました。季節

のびのびと過ごさせてもらっています。中でも手作りの給食

ごとに開催される行事は、子どもはもとより親も楽

がすばらしく、家では好き嫌いの多い娘が

しめますし、子と親、親同士、家庭と園のコミュニ

なんと完食するほどです。月２回のECCも

ケーションづくりの場にもなっていて、お世話にな

楽しんで英語にふれる機会を作っていただ

って本当によかったと思えるひと時です。

き、とても満足しています。

１歳児クラス・山浦 美里さん
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保護者
の声

2歳児クラス・吉川 佳子さん
［（株）ソラスト 医療事業

ニケーションの確かさを物語っている。

住宅街のメリットを活かし
地域とのふれあいを積極的に展開

すから、中学生のお兄さん、お姉さんと
の交流もできればいいなと考えていま
す」

野澤さんをはじめとする保育スタッフ

さらに、
「介護サービスを担っているソ

だより」や「給食だより」
。そして、ブロ

は、
「やりたいことがいっぱいある」と声

ラストの保育園ですから、高齢者とのふ

グでは保育士たちが写真入りで園のよう

をそろえる。

れあいも視野に入れています。ハードル

家庭との連絡帳はもちろん、月ごとの
「園

まずは、地域交流。住宅街というメリ

はすこし高そうですが、でも、だからこ

貼られた子どもたちのスナップ写真や、

ットをどう活かすかが大きな課題だ。近

そモチベーションが上がります」と野澤

玄関脇に置かれた実際の給食の見本も人

くには市立保育園や中学校、そして介護

さん。保護者、そして子どもたちから『ソ

気。特に後期離乳食の見本は「食材の切

施設もある。

すを紹介している。園の事務所前の壁に

り方やサイズがわかっていい」と母親た
ちに好評だ。
母親だけでなく“育メン”の父親が多

ラストでよかった』と言われる保育園を

恒例の秋の親子運動会は中学校の運

目指し、サービスの向上、地域との交流

動場を借りるが、ここは地域の第一避難

をもっと深め、さらに親しみやすい施設

場所にも指定されており、保護者に場所

にしていきたいと意欲的だ。

勤務］
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介護付有料老人ホーム

ケアマネ

さん

を痛感しています。訪問看護や福祉用具

と思うのですが、なぜ介護の世界に入られ

のこと、介護保険の知識もきちんと身につ

たのですか。

けなければなりません。

丸岡

― ケアマネとして心掛けていることは

ソラストでは男性のケアマネも少

しずつ増えていますよ。正直いうと、最初

ありますか。

から介護の仕事に興味があったわけでは

丸岡

介護はチームプレーです。ヘルパ

ーや看護師、福祉用具のサービス事業者

のは、スポーツトレーナー専門学校の研修

などが上手に連携をとることで、よりよい

で整形外科を訪れた頃からですね。リハ

サービスを利用者に提供することができ

ビリで元気になるお年寄りをみて、こうい

るのです。ですから、できるだけ顔を会わ

ふれあいを大事にして
経験や知識を
もっと増やしていきたい

ありません。仕事として高齢者を意識した

せる機会をつくって、スタッフが互いに情
報交換ができるようにしています。コミュ
ニケーションがとれていれば、ケアプラン
の見直しなどもスムーズにできますから。

ションが決め手ですね。本人が何に困っ
ているかをじっくり聞き出す。そこが改善

やし」という人も少なくありませんが、が

れ違う時は困ります。一番大事にしなけれ
ばいけないのは、ご本人の意向ですが、ご
家族が介護疲れで倒れてしまうのも困り

介護付有料老人ホーム

ソラスト

完全個室 全 55 室

大宮見沼

ソラスト

完全個室 全 50 室

大宮東

ソラスト

完全個室 全 50 室

越谷

ソラスト

完全個室 全 52 室

川口

住宅型有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

ソラスト

ソラスト

完全個室 全 24 室

高石

完全個室 全 54 室

鶴見緑地

ます。利用者と介護者の両方をしっかり理
解しないと、適切なケアプランはつくれま

リハビリ担当として働き始めたのですが、

ですね。

ヘルパーさんたちを見ていて、本格的に

― ケアマネ２年目ということですが、

介護の仕事をしようと決めました。介護は

次なる目標は何でしょうか。

働きながらスキルアップができ、やりがい

丸岡 他のスタッフはもちろん、利用者さ
んとのふれあいの中で、経験や知識をもっ

― 実際に介護の仕事をされて、いかがで

と増やしていきたいですね。僕の取り柄は

すか。

フットワークの軽さ。できるだけ、直接利
用者さんと会ってコミュニケーションを深

まではがんばろうと思っていました。が、

めていくつもりです。今は、新しい経験や

今では介護の仕事以外は考えられません

知識が身につくのが楽しいですね。やりが

（笑い）
。デイサービスが長かったので、そ

いも感じています。
具体的な目標としては、

れなりに知識も経験もあるという自信があ

主任ケアマネジャー（の資格取得）も視野

ったのですが、ケアマネになって知識不足

に入れています。

大和田
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ふとん店
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信金
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弥平
二丁目

バス停
弥平新田

栃木銀行

マルエツ

元郷中学校

高石藤井病院

ご入居・ご利用までの流れ
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有料道

路

マツモトキヨシ

綾園ランプ

ヨークマート

☎ 048- 682-3331 ☎ 048- 681- 6601

1

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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茨田北小

ソラスト鶴見緑地
鶴見緑地駅

西取石

鶴見署

高山医院

茨田浜

大阪府高石市加茂

大阪府大阪市鶴見区浜
4-10-9
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

南中野

埼玉県さいたま市見沼区 埼玉県さいたま市見沼区 埼玉県越谷市赤山町
大字南中丸 630
大谷 6
2-84-1

高石市役所

尊稱寺

東領家
（東スポ入口）

東スポーツ
センター

107

バス停
西中野

加茂小

地
セブン
イレブン

聖心会十全病院

大宮駅

ソラスト高石

下

104

セブンイレブン

高石駅
市立図書館

元郷中学校

元郷小学校

浜4

迎賓館前

ソラスト川口

荻原
第一幼稚園

太助寿し

ソラスト越谷

こまどり幼稚園
バス停
中丸

朝日五丁目

161

越谷駅より
徒歩8分

ソラスト大宮見沼

三菱東京
UFJ銀行

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）

西口

阪
和
線

がある仕事です。

バス停
導守
大宮駅

駅
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「あなたの自宅」に近い環境をご提供いたします。

ご本人の意向とご家族の意向がす

せん。この擦り合わせは、なかなか難しい

とりあえずケアマネの資格を取る

医療行為をご必要とされる方はご相談下さい。

んばったら、できるようになるということ

う仕事もいいな、と。その後、介護施設で

丸岡

認知症の方、寝たきりの方もご入居できます。

するはずです。
「年やから、やっても無理

越谷

1980年、兵庫県芦屋市生まれ。
スポーツトレーナー専門学校で学
ぶ。介護老人保健施設リハビリ課
のトレーナー助手を経て、同施設
の介護職員に。介護福祉士、介
護支援専門員の資格を取得。その
後、運動特化型のデイサービスに
勤務。2013年、介護支援専門員
として株式会社ソラスト入社、現
在に至る。趣味は野球。今も草野
球のチームで活躍している。

（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）

できれば、生活の質も本人の意欲も向上

を少しでもわかってほしいと思います。

0 円 経済的負担を大幅に軽減！

要支援の方から要介護の方までご入居頂けます。

丸岡 これも利用者さんとのコミュニケー

りますか。

● 株式会社ソラスト 居宅介護支援事業所「ソラスト摩耶」管理者

入居一時金・敷金

えてください。

― ケアプラン作成で、困ったことはあ

丸岡 伸語 さん

ソラストは…

― ケアプランをつくる時のポイントを教

丸岡

入居者募集中

道
国
和
阪
二
第

こんにちは！

― 男性のケアマネジャーはまだ少ない

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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