No.

10

2015 SPRING

特

集

評価高まる医師事務作業補助者
ー チーム医療の一員として

社 会 福 祉 法人

恩賜
財団

済生会 横浜市東部病院

︵メディカルアシスタント︑医師事務作業補助者︶
が病棟・外来に出ていくようになり︑
マネジメント側と診療側の﹁懸け橋﹂になっている︒

︵特集﹁ソラスト リポート﹂山本 真希氏︑ ７︶
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診代わりにしてくれるようになったので、

断書の作成などを医師事務作業補助者が
特集

〔中略〕医師からすれば
患者さんへの診療時間が増えました。
本来の仕事ができるようになったわけです。
それが一番大きなメリットだと思います。
（特集「ソラスト リポート」青木 輝浩氏、P５）

評価高まる医師事務作業補助者
―チーム医療の一員として

社会問題にもなった勤務医の負担軽減策の一環として、2008 年に制度と

して創設された
「医師事務作業補助者」
。その後、制度の効果が認められる
に従い、診療報酬でも改定ごとに評価されるに至っている。ここでは医師

︶

い感じの大人の雰囲気の

ある施設です。利用者さんが足
を運びたくなるスペースを作り
たかったのです。

（「ソラスト施設訪問記」大浜 見栄子さん、P20）

事務作業補助者がチーム医療の一員として活躍する済生会横浜市東部病院
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︵ Top ics﹁特別インタビュー後編﹂佐藤 優治氏︑P ︶

︵﹁民介協﹂について︶
らに発言力を高め︑ 公益を起点に
日本の介護サービスの健全な発展に
寄与できる団体へとさらに成長させたい︒

ァイナンスの大前提は︑
﹁お金は借りてはいけない﹂
ということです︒ お金を借りるのは
難しいことではなく︑ 実は簡単なことなのです︒
ただ︑ 返すことには大変苦労するということを
肝に銘じておいてもらいたい︒

言葉から

︵ 焦点﹁病院ファイナンス﹂福永 肇氏︑

今 号 の

ンセプトは、これまでにな

17

の取り組みを紹介する。

ソラスト リポート

特集早わかり

お双方が納得し満足できます。その満足の先に、
幸せな死や、幸せな別れがあるのだということを、
多くの人に知ってほしい。
（「ドキュメント在宅医」萬田 緑平氏、P12）

焦点
フォーカス

これだけは知っておきたい
診療･介護報酬
TOPICS
特別インタビュー
- 後編ソラちゃんの
ほのぼの介護

先

日、亡くなられた利用者さんのお宅にお別れに行ったら、
家族の方が「私の時もお願いね」
と言ってくださいました。

悲しかったけれど、本当にうれしかった。

8

診療報酬から見た医師事務作業補助者

連載

ドキュメント在宅医

（患者さんとご家族が）
互いに感謝の思いを伝え合うことができれば、

4

病院機能の向上を目標に制度導入。
積極的な取り組みで事務部門と
診療現場の
「懸け橋」
が実現
● 社会福祉法人 恩賜
財団 済生会 横浜市東部病院
『MA室・院内がん登録室』

あしたを元気に！
ソラスト施設 訪問記

肇氏
10 福永
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学
緑平氏
12 萬田
緩和ケア診療所・いっぽ

医療科学部 医療経営情報学科 教授

医師

（平成 27）
年度介護報酬改定の内容が決定
14 2015
医療ジャーナリスト 牧 潤二

優治氏
16 佐藤
一般社団法人
『民間事業者の質を高める』
全国介護事業者協議会 理事長

18 お孫さんからのプレゼント
今回の体験談 M.Hさん
（ヘルパー）
20

利用者一人ひとりの
声をしっかり受け止め
快適な暮らしと自立をサポート
ソラスト保土ケ谷（神奈川県 横浜市）

（「こんにちは！ケアマネさん」橋本 礼子さん、P22）

こんにちは！ ケアマネさん
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礼子さん
22 橋本
居宅介護支援事業所
「ソラスト豊中」
管理者
3

特集

ソラスト
リポート

門では、チーム医療の一員として医師事務作業補助者を配置し、医師の事務的業務の削減を実現。医師が本来業務

部

や地域がん診療連携拠点病院の指定を受けるなど、文字どおり地域医療の中核としての役割を果たしてきた。事務部

●
●

室・院内がん登録室

務

社会福祉法人 恩賜
、院長＝三角隆彦氏）は、横浜市の東部地
財団 済生会横浜市東部病院（以下「済生会横浜市東部病院」
域中核病院として、2007（平成 19）年 3 月 30日、神奈川県横浜市鶴見区において開院。以後、地域医療支援病院

M
A
医事業務課

事

― チーム医療の一員として

図1 組織

医療支援グループ

評価高まる
医師事務作業補助者

●

室長（医師）

●

主任（診療情報管理士）

●

がん登録チーム
院内がん登録

●

文書チーム
診断書作成

●

病棟・外来チーム
外来補助、NCD 登録他

グループ長（事務次長）
課長（医事課長）

に専念することで患者のメリットにもつながっているという。

神奈 川県・横 浜市

2010 年 4 月に設置された「MA 室・院内がん登録室」

社 会 福 祉 法 人 財団 済 生
恩賜

会 横浜市東部病院

室
M A 室・院内がん登録

制加算」を算定できる体制を構築した。
その後、新たに16名を採用し、診断書の作成代行、院内

増えました。医師として患者のベッドサイドに行ったり、治

がん登録などを中心に業務を拡大していき、翌2011年4月

療方針を考えたりする時間も増えました。医師からすれば

情報・広報グループ
● 情報システム室 他
には「25対1補助体制加算」
を取得した。

本来の仕事ができるようになったわけです。それが一番大

●

「MA室・院内がん登録室」を設置

業務を拡大し「25対１補助体制加算」に

済生会横浜市東部病院が開院して約１年後、医事企画室
が病院の機能を高めることを目的に医師事務作業補助者の

導入を提案。病院側が導入を決定し、2009年6月〜8月、医
師事務作業補助者として事務職員７名を採用した。
さらに、2010年4月、医師事務作業補助者を意味する
「MA
室・院内がん登録室（MA＝メディカルアシスタント）
」を設
置するとともに、医師事務作業補助体制加算「75対1補助体

病院機能の向上を目標に制度導入。
積極的な取り組みで事務部門と
診療現場の「懸け橋」が実現

社会福祉法人 恩賜財団済生会 横浜市東部病院
●所在地：神奈川県横浜市鶴見区下末吉 3-6-1

●院長：三角隆彦氏 ●開設：2007 年 3 月 30 日
●許可病床数：560 床（うち重症心身障害児（者）
施設サルビア 44 床、救命救急センター病棟 24
床、ICU12 床、NICU6 床、GCU10 床、SCU6 床）
●標榜診療科：内科、循環器科、消化器科、消化
器外科、神経内科、小児科、外科、整形外科、形
成外科、リウマチ科、脳神経外科、呼吸器科、呼
吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産
婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーシ

総務室 他

現在、MA室・院内がん登録室は医師事務作業補助者21

きなメリットだと思います」

医療業務課
医事室
医療支援
名（全員女性）
が所属し、がん登録、文書、病棟
・
外来の３

その一方で青木氏は「医師事務作業補助者の業務は専門

つの機能別編成を採っている。組織的には事務部・医療支

化していて、例えば学会などのWeb登録にしても、徐々に

グループ

MA 室・院内がん登録室

援グループ・医事業務課に位置づけられている（図１）
。
医事管理課

細かくなり、それに対応しなければなりませんが、医師事

○がん登録チーム
○文書チーム
務作業補助者については、学校などで医学的なことを学ぶ
○病棟・外来チーム

医事企画室

医師の最大のメリットは

本来業務に専念する時間の増加

といった仕組みがなく、実際には現場で覚えていかないと

診療情報管理室

いけない。ですから、医師事務作業補助者をどのように育

購買室

てていくか、
それが大きな課題となっています」
と指摘する。

医師事務作業補助者導入のメリットについて、呼吸器セ
ンター長／呼吸器外科部長でMA室・院内がん登録室の青

診断書の作成で評価を受け

木輝浩室長は次のように評価する。

全診療科、外来までに業務拡大

「医師の仕事には、例えば生命保険会社からの依頼による
診断書の作成など、各種の書類、手紙を書く事務的な作業

医師事務作業補助者の業務について、MA室・院内がん

が多くあります。その作業を医師事務作業補助者が代わり

登録室の山本真希主任は「業務の内容でインパクトが強か

〔役割〕

ったのは、診断書の作成です」としたうえで、次のように

グループ長
事務次長

●

課 長
医事課長
室
医

ョン科、精神科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、
救急科 ●入院基本料：一般病棟 7 対 1 入院基本料
●主な指定等：災害医療拠点病院、地域医療支援
病院、神奈川県周産期母子医療センター、地域が
ん診療連携拠点病院、ほか

にしてくれるようになったので、患者さんへの診療時間が

長
師

●

◎リーダー

1

4

2

5

3

6

呼吸器センター長／呼吸器外科部長
MA室・院内がん登録室室長

がん、文書、外来・病棟と
ら良い評価を受けました。その評価が他の診療科にも広が
業務別編成に変更

業務管理調整全般
● 指導
●

り、それを契機に、書類作成だけでなく『MAに外来にも
付いてもらったらどうか』という声があがり、外来での業

病棟・外来チーム
◎リーダー 10E
10W
9E
9W
5W

◎リーダー（チーム内調整）

青木 輝浩 ○サブリーダー

より機能的な運営のために

医師事務作業補助者が診断書を書き始めたところ、医師か
2014（平成 26）年 5 月より

相談役

文書チーム

◎リーダー（主任）

！
「特に整形外科では書類の作成が非常に多かったので、

出退勤管理
● 物品他請求決裁
●

主 任
診療情報管理士
がん登録

説明する。

業務統括

山本 真希

MA室・院内がん登録室主任
（診療情報管理士）

○9
10
11
12

務も始まりました。業務について『来るものは拒まず』とい

8E う姿勢でしたので、当初はMAには負担をかけたかもしれ
○13 ICU ○16
17
8W
14 EICU
18
6E ません。しかし、知識をつけて頑張りたいという意識が強
（3） 7E
19
6W （10） 7W
5E かったので業務範囲を広げていけたのではないかと思って
15

います」
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医師事務作業補助者の役割と課題

ネジメントすることが主として考えられています。しかし、

図２ 研修内容

土橋 直美
外来・病棟チームリーダー
（医師事務作業補助者）

毛利 るみ子

ものとなっている。

診断書の作成をベースに
広がる仕事

外来・病棟チームリーダーの土橋直美氏（医師事務作業補
助者）は、
「私は、この病院のMA（医師事務作業補助者）の
最初の採用なのですが、何から手をつけてよいかわからず、
とりあえず診断書の作成補助から始めました。私たちは医
学についてはまったくの素人なので、医師の各科の特徴的

チーム医療の視点から互いのかかわりに距離があるように

け橋の観点から、医師事務作業補助者の役割に注目する加

基本研修
5 日間

医師事務作業補助者とは
個人情報保護
MA 室概要
がん登録概要
電子カルテとシステム概要
各種法関連
院内見学
BLS

事務部医事業務課課長

チーム研修
6 か月間

文書作成
診療科別各種業務
病棟・外来研修

医療知識
6 か月間

各診療科講義
パラメディカル講義

をしています。最近は生命保険なども細分化し、保険会社

れをカルテから読み取るのは結構大変です」
。保険会社か
ら細かな内容についての問い合わせが増えてきている中
で、いかにして問い合わせをなくしていくかということが
課題の一つだという。

高い評価を受ける背景に

積極的に取り組む「研修」の存在

チーム医療、マネジメントスタッフと診療スタッフの懸
藤課長は、
「医師事務作業補助者が外来診療ブース内での支
援を行うことで、これまで気づかなかった、あるいは埋も
れていた問題や改善点などが出てきています。看護師など
の医療者の目線ではなく、事務職員としての目線での気づ
きは質の高いチーム医療を実現するために役に立っていま
す。その意味でも、この制度は非常に評価できるのではな
いでしょうか」と、医師事務作業補助者導入の意義と成果を
語る。

病院の職員・チーム医療の一員として

が求めてくる情報も多種多様になっています。それに合わ
せた細かな内容の診断書を作成しなければなりません。そ

感じていました」という。

「医師に貴重な時間の提供」を期待
がん登録チームを独自に設け

院内がん登録に積極的に関与

今後の医師事務作業補助者の取り組みについて、青木輝
浩室長は「いろいろな部署から『この作業もできますか？』

済生会横浜市東部病院は地域がん診療連携拠点病院に指

という声が出ています。これから先、さらに仕事が増えて

定されている。そのため、院内がん登録が医師事務作業補

いくと思いますが、業務内容は細分化し、どんどん高度に

助者の主要な業務となっているが、専門的な知識が必要な

なっていきます。大変だとは思いますが、それに対応して

ため、がん登録チームを独自に設けている。

いってほしい」と要望する。

山本主任は、
「開院当初から、院内がん登録を充実させる

青木室長の期待に応えて、医師事務作業補助者の土橋直

な疾患についての講義や外来を見学させてもらいました。

医師事務作業補助者が高く評価されるようになった基盤

ことが病院の方針となっていて、医師事務作業補助者の部

美氏は、
「医師の要望に一つでも多く応えていきたい」と、

そのように経験を重ねながらMAとしての業務を行い、徐々

として、研修に積極的に取り組んでいることも見逃せない。

署は『MA室・院内がん登録室』となり、院内がん登録の体

積極的だ。

に医師や看護師から認知されるようになりました」と現状に

研修のポイントについて、山本主任は次のように説明する

制が整備されました。がん登録チームを作り、積極的に国

毛利るみ子氏は「当院は患者さんの数が多く、1カ月に約

立がん研究センターの『院内がん登録実務初級者研修』など

1,000〜1,200枚の診断書の依頼があります。当面の目標と

を受講して知識を身に付けてきました」
。

して今より早く患者さんに渡せるようにしたい。医師が臨

至る経緯を語る。
現在、医師事務作業補助者の病棟・外来チームとして病

（図２）
。
「32時間以上と規定されている講義（研修）については、

棟に配属されている土橋氏。同チームでは複数の診療科を

院内だけではなく、日本病院会の通信教育なども利用して

さらに、
「院内がん登録には国が決めたルールがあり、そ

床の現場で患者さんをケアする時間をできるだけ作れるよ

担当するので、業務は多岐にわたるという。
「ベースは診断

います。また、６カ月間のOJT訓練は、すべて院内でまか

れに則って登録していますが、他に病院独自の細かい決め

うに、私たちも日々努力したいと思います」と、仕事に対

書の作成ですが、現在、学会主体の調査データなどをWeb

なっています。入職後最初にオリエンテーションを行い、

ごとを追加したマニュアルを作成し対応しています。院内

する熱い思いを語る。

登録する作業がとても多くなっています。いまは医師との

各チーム・各業務のスケジュールを組み、MA業務全体を

がん登録では、臨床の医師が普段判断しているものとは違

山本主任は、
「今求められている業務を特化・専門化する方

信頼関係もでき、医師から頼りにされていることを実感で

研修します。終了時に適正などを考慮しながら、主に担当

う 物差し で見る必要のある項目が多々あります。ですか

向に加速度的に動いていますが、それが行き過ぎると、患

きるので、やりがいを感じているところです」と意欲的だ。

する業務について判断します。

ら、医師の指示で何かをするというより、MAが自ら登録

者さんにフィードバックすべきメリットが度外視される危険

項目の抽出と確認を行っています」と、院内がん登録に積極

性もあります」と、現状を指摘したうえで、
「MAには病院の

的にかかわっている医師事務作業補助者の立場を説明する。

職員、
チーム医療の一員であることをしっかりと念頭に置き、

今後の課題としては、医学的な知識をさらに向上させてい
くことだという。

6

病院の仕組み
安全対策
感染管理対策
患者の権利と責務

加藤 雅敏

文書チームリーダー
（医師事務作業補助者）

現在、同院の医師事務作業補助者の業務は非常に幅広い

入職オリエンテーション
初日

さらに、同主任は「部署設置から５年経過し、MAはカ
ルテを読む力は確かについてきました。カルテから目的に

医師事務作業補助者として４年目となる毛利るみ子氏は

沿った情報を抽出する能力は培われているのですが、何も

文書チームリーダーとして診断書作成を担当する。医師の

ない、白紙の状態で何かを記録するといったような訓練は

カルテには略語、英語の記載が多く、ある程度の知識を身

経験していません。今後、電子カルテへの医師の代行入力

に付けないと解読するのは難しいという。
「少しでも質の高

を展開していく時、疾患の診断基準、鑑別の手順、他の医

医師事務作業補助者が導入された成果について、山本主

地域の中核病院として大きな役割を担う済生会横浜市東

い診断書が作成できるように、医師事務作業補助者やがん

療職者と共有しなければならないことなどの知識も身に付

任は「MAが病棟・外来に出ていくようになり、マネジメン

部病院。医師事務作業補助者もその一翼を担うまでに成長

登録の研修に参加したり、個人的に診療情報管理士の通信

けていくことが課題となります」と。現状を見据えながら、

ト側と診療側の『懸け橋』になっている」と分析する。

している。診療と事務の 懸け橋 としての期待を背に、今

教育を受けるなど、医療の知識の幅を少しでも広げる努力

これからの医師事務作業補助者のあり方を展望する。

事務職員としての気づきが

質の高いチーム医療を実現

加藤雅敏 事務部医事業務課課長は「事務部の業務は、マ

事務作業によって医師に貴重な時間を提供する。そのよう
な医師事務作業補助者であることを期待します」と、力を込
めて語る。

後ますます活動の輪を広げていくに違いない。

7

特集早わかり
理解を深めるポイント

図表２ 診療科で取り組んでいる勤務医負担軽減策の効果（取り組んでいると回答した医師責任者）
0

診療報酬から見た医師事務作業補助者
2008年度診療報酬改定で体制加算が創設。
以後、改定ごとに拡充される

医師業務の看護師･
助産師との分担（n=658）

20

医師業務のその他
コメディカルとの分担（n=659）

37.5

いては、業務としないこととされてい

医師事務
作業補助体制加算が
拡充するも規制も多い

る。また、厚生労働省は、いわゆる
「Q&A」において、治験に係る事務作
業は医師事務作業補助業務に含まれ
ないと規定している。

2008年度診療報酬改定で、病院

なお、同加算の通則において、医

勤務医の負担を軽減するため、急性

師事務作業補助者は雇用形態を問わ

期医療を行う病院（特定機能病院を除

ない（派遣職員を含むが、指揮命令

く）
を対象に、医師事務作業補助体制

権が当該保険医療機関にない請負方

加算が新設された。以後、同加算はき

式などを除く）と規定している。ただ

め細かく評価する形で拡充してきた。
医師事務作業補助体制加算1は、

し、当該保険医療機関の常勤職員（週
4日以上常態として勤務し、かつ所定

病棟または外来で8割以上業務に就

労働時間が週32時間以上である者）

くことを規定している。加算1は、加

と同じ勤務時間数以上の勤務を行う

算2より報酬が高く、医事課などの業

必要がある。

務に近いことをしないように強く規制
されている。
この医師事務作業補助体制加算で
規定している業務を行うのが、医師

患者の入院初日に限り
加算。
病床回転率が収支に影響

事務作業補助者である。業務の範囲

１．業務の内容

46.4

1.2

12.4
1.4

1.4

7.6
1.3

0.8

33.7
37.7
59.1

27.1
25.8

49.1

32.0

■ ：どちらともいえない
■ ：どちらかといえば
効果がなかった

8.3
2.8

2.2

■ ：効果がなかった

1.4

■ ：無回答

13.4
3.1

31.4

予定手術の術者の当直､
夜勤に対する配慮（n=112）

30.4

連続当直を行わない
勤務ｼﾌﾄ体制（n=490）

34.3

43.9

19.8

当直翌日の通常業務に
係る配慮（n=274）

33.6

42.7

19.0
2.2

医師（歯科医師を含む）の指示の下に、診断

1.5

■ ：どちらかといえば
効果があった

1.8

交代勤務制の導入（n=102）

42.0

0.8

75 対 1
■ ：効果があった

1.8

38.4

37.3

100 対 1

0.2

1.7

短時間正規雇用の
医師の活用（n=172）

32.0

0

0.3

11.7
1.3

47.2

30.2

2.0

0.9
0.9

25.6
25.5
20.5

0.9
1.2

4.5
0.8

30 対 1
25 対 1
20 対 1

100

31.6％

18.0％
9.8％
7.5％
12.8％
6.0％

22.6％

9.8％
6.8％
13.5％

2.0

当時は届出を
していない

1.0
2.9

40 対 1

40

12.0％

50 対 1

15 対 1

1.7
1.2

20
10.5％
6.0％
10.5％

無回答

1.8

17.3％
4.5％
0.8％

0.9

出典：中央社会保険医療協議

0.4

会 ｢2012年度診療報酬改定

0.8

結 果 検 証 に 係る特 別 調 査

2.2

（2013年度調査）病院勤務医

出典：中央社会保険医療協議会 ｢2012年度診療報酬改

0.4

の負担軽減及び処遇の改善

定結果検証に係る特別調査（2013年度調査）病院勤務

（％） についての状況調査｣

■：2011 年 6 月
■：2013 年 6 月

医の負担軽減及び処遇の改善についての状況調査｣

書などの文書作成補助、診療記録への代行入
力、医療の質の向上に資する事務作業（診療
に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・

であり、医師事務作業補助体制加算

師の病棟配置」
（医師責任者85.5％、

われるようになるからである。医師事

のための準備作業等）、 行政上の業務（救急

がなかった2007（平成19）年度以前

医師79.1％）である。
（図表２）

務作業補助者は院内がん登録を行う

医療情報システムへの入力、感染症サーベイラ

と比べれば、勤務医の負担軽減のた

そのように効果があることが評価さ

めに事務職員を雇用しやすい経済環

れ、医師事務作業補助体制加算が拡

境になったと見ることができる。

充してきた。その反映として、医師事

ただし、がん登録の実務は簡単で

務作業補助体制加算を届け出る医療

はないので、人材を養成するために、

機関の数は、2011
（平成23）年7月1

国立がん研究センターが研修などを

日の段階で1,884だったのが、2013

行っている。がん登録にかかわるの

（平成25）年同月同日には2,297に増

であれば、その研修を受けることが必

調査、医師の教育や臨床研修のカンファレンス

ンス事業に係る入力等）への対応に限定するも
のであること。
２．外来等との関係
医師事務作業補助者は、院内の医師の業務
状況等を勘案して配置することとし、病棟にお
ける業務以外にも、外来における業務や、医
師の指示の下であれば、例えば文書作成業務
専門の部屋等における業務も行うことができる。

中医協の調査でも
勤務医の負担軽減の
効果を評価

加している。また、同加算の内容も、

ただし、医師事務作業補助体制加算１を算定
する場合は、医師事務作業補助者の延べ勤務
時間数の８割以上の時間において、医師事務
作業補助の業務が病棟または外来において行
われていること。
資料：厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴
う実施上の留意事項について(通知) 」
（ 2014年3月5日保
医発0305第3号）

医師事務作業補助者の効果はかな

2011年と比べると、2013年は、
「15

人材としても期待されているというこ
とである。

須といってもよいだろう。
さらに、中医協の「2012（平成24）

対1」
「20対1」
「25対1」補助体制加算

年度診療報酬改定結果検証に係る特

などが増えており、医師事務作業補

別調査（2013 年度調査）病院勤務医

の「2012（平成24）年度診療報酬改

助者を手厚く配置する傾向が見られ

の負担軽減及び処遇の改善について

定結果検証に係る特別調査（2013年

る。
（図表３）

の状況調査」
（前述）の結果で注目した

り大きいといえる。
中央社会保険医療協議会（中医協）

いのは、看護職員の負担軽減策とし

度調査）病院勤務医の負担軽減及び

は、医師の指示の下であれば、診断

医師事務作業補助体制加算が算定

書の作成補助、診療記録への代行入

（加算）できるのは、患者の入院初日

ば、最も手厚い配置の
「15対1」
や
「20

処遇の改善についての状況調査」によ

力、院内がん登録など、かなり幅広

に限るとされている。したがって、病

対1」の補助体制加算では、
（あくまで

ると、診療科で取り組んでいる 勤務

い分野の事務作業ができるようにな

床の回転率が高い病院では同加算に

も単純計算だが）医師事務作業補助

医の負担の軽減策 について医師責任

っている。
（図表１）

よる収入が多くなるが、それだけ医

者1人当たり40万円（／月）近い収入

者および医師が「効果があった」
「どち

医師事務作業補助者の業務範囲に

％）だということである。ここでの「病

ただし、医師以外の職種の指示の

師事務作業補助者の業務も増え、人

が得られることになる。

らかといえば効果があった」と回答し

「院内がん登録」があるが、今後それ

棟クラーク」は、医師事務作業補助者

下に行う業務、診療報酬の請求事務

数を増やす必要も出てくる可能性が

福利厚生費や社会保険料を含めた

た割合が最も高かったのは「医師事務

が極めて重要になると推測される。と

ではないが、看護部門においても医

（DPCのコーディングに係る業務を含

ある。いずれにしても、収支は病床

人件費を考慮すると、約40万円／月

作業補助者の配置」で、その回答の合

いうのは2016（平成28）年1月からは

師事務作業補助者のような人材を配

の回転率に影響されるわけである。

で医師事務作業補助者を雇用できる

計は医師責任者で89.4％、医師で

「がん登録等の推進に関する法律」
（略

かという難しい問題もある。しかし、

84.7％と高いものになっている。次

称「がん登録推進法」
）
に基づいて、
「全

約40万円の収入が得られるのも事実

いで効果があったとされたのは「薬剤

国がん登録」と「院内がん登録」が行

む）
、窓口・受付業務、医療機関の経営、

8

図表１ 医師事務作業補助者の業務の範囲

非常勤医師の増員（ｎ=350）

100
17.2

55.7

常勤医師の増員（n=325）

2008（平成20）年度診療報酬改定で医師事務作業補助体制加算が創設された。それ以後、医師事務作業補助者
を導入することの効果が病院においても認識され、診療報酬改定のたびに同加算が拡充している。それに対応するかの
ように医師事務作業補助者という職能も確立してきた。

80

48.6

39.1

看護補助者の配置（n=663）

60

30.4

医師業務の
薬剤師との分担（n=673）

医師事務作業補助者の
配置（n=750）

40

図表３ 医師事務作業補助体制加算の
届出状況（単数回答、ｎ=133）

運営のためのデータ収集業務、看護

例えば、平均在院日数が10日程度

業務の補助、物品運搬業務などにつ

で病床が月に3回転する病院であれ

「院内がん登録」を行う
人材として期待

て「効果があった」
「どちらかといえば
効果があった」と回答した割合が高か
ったのは「病棟クラークの配置」
（92.3

置することが有効であり、また求めら
れているということである。
（文責：編集部）
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焦点〔 focus 〕
2014（平成26）年秋、自院の担う医療機能の現状と今後の方向を病棟
単位で報告する「病床機能報告制度」がスタート。さらに2015年の春か

前編

病院ファイナンス

教えてください。

は年間売上高の3割以内、借入期間は数

福永

お金を貸す側から見た病院の特

年間です。病院は毎年の返済負担を軽く

性、ということですね。それにはポジティ

しようと長い借入期間を希望しますが、銀

医療機器購入などの設備投資を行う時の

ブな面とネガティブな面があります。

行にとって10年間、20年間といった長期

調達です。借入希望金額が大きいので、

肇氏にわかりやすくご教示いただいた。

間の融資は常識的ではありません。

貸す側の銀行も慎重になります。長期借

が安定している」ということです。診療圏

これらを総合し、誤解を恐れずにコメン

入金は設備投資の支払に全額使ってしま

（小売業などで言う商圏）は半径数kmか

トするならば、病院とは資金調達において

います。次に設備投資後から得られる事

は脆弱な経営事業体といえます。

業利益で長期借入金の元本と利息を毎

ポジティブな面の１つめは、
「経営環境

る医療機関の新規参入は稀で、 外国資

啓発しています

他方の「長期資金調達」は、病院建築、

らは「地域医療構想」に基づき地域の医療機能の再編が始まる。各医
療機関にシビアな経営改革が迫られるのは必至だ。そこで今後ますます
重要となる病院ファイナンス（資金調達）について、専門家である福永

ら数十km内に限られます。また、競合す

銀行員時代の経験を活かし
健全な資金調達のあり方を

とって何の心配もいらないということです。

から病院の運営を考えます。
「病院ファイナ

モンゴル、ロシア、アメリカの７カ国の病

ンス論」は病院の資金調達を意味します。

院を現地調査しました。日本の参考になる

２つめは「価格決定をしなくてよい」こ

銀行員時代に病院宛て融資を統括する本

のはアメリカと韓国です。日本の病院はア

と。企業経営者の最大の悩みは商品・サ

本の参入もありません。

年払っていくのが「長期資金調達」の仕組

病院の課題は短期ではなく
長期の資金調達

銀行は「融資額」だけではなく
「融資期間」を重視します

みです。病院は設備投資を行う際、中長
期の事業計画書（キャッシュフロー計画
書）を作成します。予想収益と費用を項目

部組織の責任者を務めた経験を活かして

メリカに50年遅れ、韓国の急性期病院は

ービスの価格決定です。しかし診療報酬

―先生の研究分野である医療経済学、

専門的に研究を深め、健全な資金調達の

日本の20年先を進んでいます。今後はア

は全国一律で、医療機関間には価格競

開発経済学、病院経営論、病院ファイナ

あり方を啓発しています。
「病院史」は内外

メリカの病院研究を深めていく予定です。

争はありません。これは病院経営には大き

―経営面でそうした特性を持つ病院は、

出できます。毎年の「税引後当期利益＋

ンス論、病院史について、まず概略を教

の病院歴史の研究です。病院ファイナン

なメリットです。

ファイナンス（資金調達）についてどのよう

減価償却費」が、1年間に返済可能な長

えていただけますか。

スの分野を創設したことと、病院の歴史を

に考え、取り組むべきとお考えですか。

期借入金返済額の理論上の上限です。

福永 「医療経済学」とは医療に関する経

研究して通史で整理したことがアカデミッ

済の理論、政策、歴史を研究する学問で

クでの今までの業績です。

す。
「開発経済学」は、貧しい国が豊かな

―海外の病院の調査・研究も数多く重

国になるためにはどうすればよいかを考え

ねておられますね。

る学問です。所得向上が医療、保健、教

福永

育を改善させると考えます。
「病院経営論」
は経営資源であるヒト・モノ・カネの３視点

病院経営の
ポジティブ面は安定性
ネガティブ面は
労働生産性が低い点など

出します。今後の減価償却費は正確に算

化が緩やか」なこと。今ある医療需要が急

福永 ファイナンスの大前提は、
「お金は

一般に、 税引後当期利益は経営好調

に必要なくなったりはしません。業績変化

借りてはいけない」ということです。お金を

な病院で医業収益の5％程度です。すると

はアップ、ダウンともに緩やかです。

借りるのは難しいことではなく、実は簡単

医業収益が100億円の病院の場合でも5

―ネガティブな面は。

なことなのです。ただ、返すことには大変

億円ですから、返済可能な金額（税引後

―本日は特に「病院ファイナンス」をテ

福永 「労働生産性が低い」
、つまり、１

苦労するということを肝に銘じておいても

当期利益＋減価償却費）は意外に小さい

院の優れた点、至らない点が分かります。

ーマにお話しを頂きたいのですが、その前

人あたりの売上高（医業収益）が低いこと

らいたい。しかし、借金なしで設備投資

ことがわかるでしょう。にもかかわらず、

これまでにタイ、ベトナム、中国、韓国、

に、銀行から見た病院の経営面の特徴を

が第１です。一般に、病院の医業収益に

が出来る病院は日本にはありません。です

病院経営者の多くは夢いっぱいの事業計

対する人件費率は50％といわれます。人件

から、病院の経営者がファイナンスの知

画書を書き、設備投資後の利益を高く見

費率50％とは、病院の従業員は平均して

識をしっかり持ち、無理なく安全に調達す

積もって大きな借入を実現しようとします。

年収の2倍しか売上高（医業収益）を計上

ることがとても大事になります。

これは非常に危険です。借入金は自分の

外国の病院を観ることで日本の病

ファイナンスの知識をしっかり持ち
無理なく安全に資金調達することが

していないということです。他の産業では考

―病院ファイナンスにはどのような種類

金ではなく、その金で儲けて、絶対に全

えられない低い労働生産性の水準です。

があるのですか。

額返済する責務が出てきます。借金はし

福永 ファイナンスは、借入から１年以内

ないに越したことはありません。

病院は構造設備基準、人員配置基準を

に返済する「短期資金調達」と、１年以上

病院経営にはとても大事です。

満たさなければ開院の許可が下りません。

かけて返済する「長期資金調達」の２つに

長期借入金の返済原資になる「税引後

診療を開始して収益や利益を得る以前の

大きく分けられます。短期と長期は考え方

当期利益＋減価償却費」についてもう少し

段階で、建設費、人件費などに多額の資

や金融市場が違うので、混同してはいけ

説明します。この全額を返済計画に充て

金がいるのです。
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学
医療科学部 医療経営情報学科 教授

福永 肇 氏
●PROFILE
1979年神戸大学経済学部卒業、2007年神戸大学大学院経済学
研究科博士後期課程単位取得満期退学。1979〜2009年住友銀
行・三井住友銀行に在籍し、国際資金部、支店（三宮・ニューヨー
ク・新宿西口・高田馬場・渋谷・神田）、法人部、法人業務部（医療
機関担当）、業務監査部などに勤務。この間、㈶中東経済研究所
（現・㈶日本エネルギー経済研究所）、㈻国際医療福祉大学などに
派遣され、2003〜2007年には国際医療福祉大学医療福祉学部
医療経営管理学科助教授を務めた。
2009年銀行を退職し藤田保健衛生大学教授に就任、現在に至る。
研究分野は、医療経済学、開発経済学、病院経営論 、病院ファ
イナンス論、病院史など多岐にわたる。著書に『日本病院史』
（ピラ
ールプレス）
、
『病院ファイナンス』
（医学書院）など多数。
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３つめは、
「需要の変動が小さく業績変

別に計算し、税引後当期利益（見込み）を

２つめは「設備投資先行型である」こと。

＊

ません。外来と入院くらい違います。病院

てしまうと、翌年以降には新しい取り組み

３つめは、
「病院経営は政策に舵取りさ

での「短期資金調達」は運転資金、賞与

は何一つできなくなり、病院は長年、借

れる」こと。企業の新技術研究・新製品開

資金、決算資金（納税）になります。短期

金返済のためだけに事業を行うことになり

発のように、独自の自由な創意工夫で新

借入金の返済原資は日々の医業収益（売

ます（実はそのような病院事業計画書が多

しい医療に取り組むことはできず、計画経

上高）です。医業収益すなわち診療報酬

いです）。病院発展のためには、余裕を

済の下での病院経営です。医療法改正で

は、診療日に患者から現金で１〜３割が

持って返済しなければなりません。すると

医療の枠組みが変わると、政策実行部隊

回収され、残りも翌々月末には入金されま

「税引後当期利益＋減価償却費」
の金額よ

の病院は経営に大きな影響を受けます。

す。その間の大きな支払いは医業収益の

りもかなり抑えた金額しか長期借入金の

４つめが、
「融資希望額が大きく、且つ

3〜４割程度の給与くらいです。ですから

返済に充てることが出来ません。この、無

とても長い」ことです。病院は設備投資に

通常では運転資金は発生せず借入は必要

理なく返済可能な金額が銀行の融資審査

多額の資金を必要とします。気持ちは理

ありません。また、賞与資金は６か月間で

における最大のポイントになります。

解できますが、借入希望額が収益（売上

返済、黒字の時の決算資金（納税）も数

次回は具体的な資金調達の仕方、新し

高）に対して大き過ぎます。一般的な企業

か月間の借入なので、銀行はすぐに貸して

い調達法の注意点などをお話ししましょう。

の場合、設備投資借入後の総借入残高

くれます。つまり、短期資金調達は病院に

（以下、後編に続く）
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男性患者が亡くなる２日前の家族写真。
感謝の思いを伝え合った満足感がそれ
ぞれの表情に表れている

「お互いに心からの思いを伝え合い患者本人の生き方を受け入れることができた家族には、幸せな別れが訪れ
る」と萬田緑平医師は言う。病名告知や緩和ケアがきわめて珍しかった時代からこれらを実践し患者の希望に
応え続けてきた、自称 生き抜き屋 。
「誰もが、がんになっても自分らしく最期まで生き抜くことができるこ
とを広く伝えたい」と、講演活動にも力を注ぐ。

緩和ケア診療所・いっぽ
医師

萬田 緑平 氏

ドキュメント

在宅医

！

熱 い 使 命 に 燃 える

がん専門の在宅緩和ケア医。群馬大学医学部を卒業後、
同大学付属病院第一外科に在籍。外科医として手術、
抗がん剤治療などを行うなかで終末期ケアに関心を持
つ。2008年、43歳のときに医師３名、看護師８名体制
の「緩和ケア診療所・いっぽ」に入職。現在は終末期のが
ん患者の訪問診療をメインに、緩和ケア外来も担当。著
書に『穏やかな死に医療はいらない』
（朝日新聞出版）
、
『家
に帰ろう 在宅緩和ケア医が見た旅立つ命の奇跡』
（徳
間書店）がある。

亡くなる２日前に自宅でお別れ会を開いた男性患者
（下段中央）
。萬田氏の「もうそろそろですね」の言葉
に死期を察し、予定していた会を前倒しして実現した

女性患者ともどもVサインで記念写真する一家。
この翌日、女性は静かに亡くなった
県内外の講演に引っ張りだこの萬田氏。
「死に方ではなく、
生き方を考えてもらうのが目的」と強調する

私はいずれは緩和ケア医になりたい
と思っていたし、新しいチャレンジ

関越自動車道高崎ICの近くに建つ
緩和ケア診療所・いっぽ。
一軒家のような佇まいが温かい

をするなら若いほうがいいと閃いた。
それでいっぽに来たのです」

がん患者と家族のコミュニケーションを支え
自宅での暮らしを応援し尽くす 生き抜き屋
感謝を伝え合う患者と家族の
コミュニケーションをサポート
亡くなる前日、ベッドに横になる
女性を囲み、Vサインをする夫や子
どもたち。美容師一家の家族のケア

状態に陥って亡くなったが、愛情深

浴介助を受けながら「いい湯だな」を

「いっぽ」の受付に掲げられた「患者さんの権利」に
は、
「知る権利」や「自己決定」
といった言葉が並ぶ

愛用の往診かばんからも
手品の道具がのぞく

患者を笑顔にさせようと
始めた手品が好評。新し
い技の習得に励む日々だ

講演や実践を通して
在宅緩和ケアの存在を広める
「いっぽ」では外来、訪問とも緩和
ケアに専念。夜間の当番、緊急往診
も多いが、院長らと交代で確実に休

説する。

者を自宅に見舞ったりもした。
「自分

みがとれるいまの生活は、
「外科医時

告知と緩和ケアを
医師１年目から独自に実践

の思いに正直に生きることこそ大切」

代より楽」
。そして、
「何よりたくさん

というアドバイスを、医師１年目か

のドラマを見せてもらって、最後に

ら多くの患者に行っていたというの

はありがとうと言ってもらえる。本
当に良い仕事」と言う。

く自分を育ててくれた母親あてにス

口ずさんだ70代の男性など、ほかに

マートフォンの中に残した遺書には、

も様々な患者と多くのエピソードを

萬田氏は1964年生まれの50歳。大

だから驚く。
「周囲からは変わり者だ

生まれてきたことへの感謝や満足感、

共有している。担当する終末期患者

学受験で二浪し、その途中でふと、

と思われていたようです。当時を知

母への愛が綴られていた。

は常時80名ほど。看取り数は月に20

「人が好きな自分には医師が向いて

る医師仲間はいまの私を、萬田らし

４年前には、バイク好きだった患者

名を数える。

いる」と思いつき医学部へ。卒業後

いと言ってくれます」
。

の影響で大型二輪の免許を取得。い

これらは皆、緩和ケア診療所・いっ

休日はスポーツや音楽を楽しむ。

ぽの在宅緩和ケア医、萬田緑平氏が

「病院でがんと闘い続けるのではな

は外科医となり、がんも含め数多く

現在勤務する「いっぽ」は、萬田氏

ある農家の男性は亡くなる２日前

かかわったがん患者たちである。萬

く、自宅で自分の希望通りに過ごす。

の手術を手掛けた。救急患者を救う

が医師になったのと同じ年に、小笠

行き帰りのツーリングを楽しんだり

に自宅でお別れ会を開き、家族や親

田氏は折に触れて患者・家族にその

そのためには、患者さんが本当はど

ため、胸を切開して心臓を直接手で

原一夫院長が「ペインクリニック小

する趣味人でもある。多くの患者を

族総出で食事や会話を楽しみ、自慢

時々の思いや看取りの感想を語って

うしたいのかを話し、それを家族が

マッサージするような激しい救命処

笠原医院」として開院。当初から在

支えるためには自分自身が元気でい

受けとめることが一番大事。私の仕

置も積極的に行っていた。

宅緩和ケアに取り組み、この分野で

ることが大事だと考えている。

で、女性は最期まで奇麗だった。

の庭で記念写真をたくさん撮った。

もらい、その様子をビデオ撮影する。

までは遠方の講演にはそれで出掛け、

その一方で、本人が正確な病名も

は先駆者として知られる。早くから

「今後も講演や実践を通して在宅

知らされないまま手術を受け、苦し

お互いの存在は認識していた２人だ

緩和ケアをじわじわと広めていきた

「お互いに感謝の思いを伝え合うこと

みながら亡くなっていくがん医療の

が、2008年にある研究会で言葉をか

い。１人でも多くの人に、最期まで

ができれば、双方が納得し満足でき

あり方に疑問を感じ、当時の医療界

わしたのを機に状況が変わった。
「院

目いっぱい生きてもらえればそれで

そして県内では毎週のように、県外

事はそのコミュニケーションを支え

苦しみ続けていた21歳の男性は、絶

でも月に１回は行う講演会で上映し、

ることだと思っています」と萬田氏。

対に家に帰りたいと主張し、介護施

がん患者の現実を、当人たちの表情

設を経て在宅療養を開始。暴走族だ

や言葉を通して紹介している。

手術後長い入院生活を送り激痛に
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患者の影響で大型二輪の免許
を取得。遠方の講演会にはツ
ーリングを兼ねバイクで出向く

った頃の仲間を集めてバーベキュー

がん治療を拒否し、亡くなる前日

ます。その満足の先に、幸せな死や、

の常識に反して独自に告知を行い、

長が、そろそろ一緒にやらないかと

いいと思っています」と語る萬田氏。

大会を開き、一人ひとりを枕元に呼

まで一人暮らしを通した30代の独身

幸せな別れがあるのだということを、

告知後のサポートも実践。外来での

言ってくれたのです。最初は本気に

活動の波紋は地域に、そして県内外

んで会話をした。その日の夜、昏睡

女性、死を覚悟して自宅に戻り、入

多くの人に知ってほしいのです」と力

対話はもちろん、退院した終末期患

しなかったのですが、考えてみると、

に、静かだが確実に広がっている。
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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

2 0 1 5（ 平 成 2 7 ）年 度
決定
介 護 報 酬 改 定 の内 容が

基本的な視点である「中重度の要介護者

域の自治会やサロンに出かけるといったこ

ョンを行うこともできるなど、訪問と通所

や認知症高齢者への対応のさらなる強化」

とのほか、家庭内での役作りも支援します。

を組み合わせることが可能な報酬（加算）

の柱の一つが、リハビリテーションの推進

そのため、家庭内で指導／リハビリテーシ

体系になっています。

です。その具体的対応として、訪問リハビ
リテーション、通所リハビリテーションの

図表１

介護職員処遇改善加算の拡大

質の向上に力点を置き、利用者が社会参

2015（平成27）年2月6日、社会保障審議会介護給付費分科会が開催され、塩崎恭久・厚生労働大臣より2015年度

加を維持できることなどを重要な指標と

介護報酬改定について具体的内容の提示と諮問を受け、了承しました。その後、上部組織である社会保障審議会が「了

し、報酬上の評価をしています。

承する」と答申し、2015年度介護報酬改定の内容が正式に決定しました。同改定の内容を中心に解説します。
（医療ジャーナリスト 牧 潤二）

《 新設 》

訪問リハビリテーションでは、社会参加
支援加算（17単位/日）を新設。また、通所
リハビリテーションでは、生活行為向上リハ

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
《 新設 》
介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

ビリテーション実施加算（開始月から起算し
て3月以内の期間に行われた場合が2,000

新たな概念「生活行為向上リハビリテーション実施加算」が新設される

た場合が1,000単位/月）
を新設しました。

プラス1.65％相当の介護職員処遇改善加

作）
、社会参加などの生活行為の向上に焦

算の拡充をしたことです。ただし、これは

点を当てたものです。ADLの向上としては

2015（平成27）年度介護報酬改定の基

従前の加算の仕組み（職員1人当たり月額

食事・排泄・着替え・入浴などができるよう

本的な視点は、①中重度の要介護者や認

1.5万円相当）に上乗せした形になっていま

知症高齢者への対応のさらなる強化、②介

す。つまり、従前の介護職員処遇改善加算

の働きかけと環境調整をします。また、こ

の適正化と効率的なサービス提供体制の

れば、今回の介護職員の処遇改善のための

こでいう「社会参加」の概念は幅広く、地

構築となっています。

取り組み
（加算）
の恩恵は得られないのです。

ことです。このキャリアパスの取り組みは

具体的には、従前の介護職員処遇改善加

介護業界全体に求められていることだとい

ついてはプラス1.65％相当の介護職員処

に同加算Ⅰを新設し、従前のそれは同加算

遇改善加算の拡充、③に関しては4.48％

Ⅱ〜Ⅳと改め、4段階の体系にしたのです。

の引き下げとなっています。

その新設した同加算Ⅰを算定することによ

ス1.42％、施設分マイナス0.85％とされて

って初めて、介護職員の給与を月額で約1
万2,000円引き上げることができるのです。

加算Ⅱ

加算Ⅲ

（従前の加算Ⅰ）

（従前の加算Ⅱ）
※新加算Ⅱ×0.9

加算Ⅱ
（従前の加算Ⅰ）

加算Ⅲ

（従前の加算Ⅱ）

加算Ⅳ

（従前の加算Ⅲ）
※新加算Ⅱ×0.8

加算Ⅳ

（従前の加算Ⅲ）
キャリアパス要件①
キャリアパス要件① キャリアパス要件①
キャリアパス要件①
※新加算Ⅱ×0.9
※新加算Ⅱ×0.8
及び
又は
キャリアパス要件②
キャリアパス要件②
キャリアパス要件②
キャリアパス要件②
＋
既存の定量的要件の
既存の定量的要件の
＋
キャリアパス要件①
キャリアパス要件①
キャリアパス要件①
キャリアパス要件①
新たな
いずれかを満たす
いずれも満たさず
既存の
及び
又は
定量的要件を満たす
キャリアパス要件②
キャリアパス要件②
定量的要件を満たす
キャリアパス要件②
（2015年4月以降実施する取組）
キャリアパス要件②
＋
既存の定量的要件の
既存の定量的要件の
＋
新たな
いずれかを満たす
いずれも満たさず
既存の
【新設の加算】
定量的要件を満たす
定量的要件を満たす
（2015年4月以降実施する取組）
職員１人当たり
加算Ⅱ～Ⅳ
（従前の加算Ⅰ～Ⅲ）に
月額１万２千円相当
係る算定要件は、これまでと同様。

【新設の加算】

【従前の加算】
職員１人当たり
加算Ⅱ～Ⅳ
（従前の加算Ⅰ～Ⅲ）に
職員１人当たり
月額１万２千円相当
係る算定要件は、これまでと同様。
月額１万５千円相当
【従前の加算】
職員１人当たり
出典：社会保障審議会介護給付費分科会
（ 2015 年 2 月 6 日開催）
資料
月額１万５千円相当

外出などができるように、それぞれ意欲へ
員の給与を引き上げることは困難だという

算は3段階（Ⅰ〜Ⅲ）だったのですが、そこ

加算Ⅰ
新 設

に、IADLの向上としては掃除・洗濯・料理・

を算定できないようなレベルの事業所であ

今回の改定の内訳として、在宅分マイナ

出典：社会保障審議会介護給付費分科会
（ 2015 年 2 月 6 日開催）
資料

ってもいいでしょう。

キーワードの一つは
「生活行為向上リハビリテーション」
主要な介護報酬の改定の方向と内容に
ついて解説します。

2. 2016年度診療報酬改定に向けての動き

分された提供地域内で行うとともに、当該
地域をあらかじめ明示し、その範囲内の被
保険者について、求めに応じて、医学的に

課題は在宅医療を
専門的に行う診療所の要件

行う医療機関の取り扱いについて明確化す

必要な往診や、訪問診療に関する相談を

ることが課題となっているとして、
「すべて

行い、正当な理由なく診療を拒否しない。

の被保険者に対して療養の給付を行う開

特定の施設の居住者のみを診療の対象と

放性を担保できる場合には、保険医療機関

はできない。

同加算Ⅰの第1の要件は、キャリアパス

まず、大きな制度改正としては、改正さ

いえます。というのは、地域密着型介護老

要件で、具体的には、①職位・職責・職務内

れた介護保険法に基づいて、介護予防訪

人福祉施設入所者生活介護が在宅分に含

容に応じた任用要件と賃金体系を整備、②

問介護、介護予防通所介護が2017（平成

まれていて、介護保険3施設の中でも介護

資質向上のための計画を策定して研修の実

29）年度末までに、市町村の地域支援事

中央社会保険医療協議会（中医協）は

老人福祉施設の基本報酬が大きく引き下げ

施、研修の機会を確保―が求められます。

業（新総合事業）に移行するということで

2015（平成27）年2月18日に開催した総

す。それを踏まえて、2015年度改定では、

会から、在宅医療、入院医療、外来医療

①保険医療機関は、被保険者が相談等

今後、地域包括ケアシステムの構築を

これについては、2015 （平成27）年4月

介護予防支援費（1月につき）を414単位か

などのあり方について基礎的な議論を始め

に容易に訪れることができ、相談があった

推進していく中で、在宅医療の推進は重要

以降、賃金改善以外の処遇改善への取り

ら430単位に引き上げるほか、訪問介護あ

ました。3月18日に開催した中医協･総会

際に対応する体制を確保する。また、緊急

な課題であり、2016年度診療報酬改定に

組みを新たに実施することが求められます

るいは通所介護を新総合事業に事業を一

では、事務局（厚生労働省保険局）が、現

時を含め、保険医療機関に容易に連絡をと

おいて在宅医療を専門的に行う診療所をど

体的に実施する場合の人員等の基準なども

在の在宅医療の提供体制を補完し拡充す

れる体制を確保する。

のような形で認めるか、中医協が重要な判

新たに策定しています。

る必要もあることから、在宅医療を専門に

いますが、これは誤解されやすい分類だと

られているという実態があるからです。

給与引き上げはキャリアパスの
整備が極めて重要に
今回の改定で最も重要な取り組みの一つ
が介護職員の給与を月額で1万2,000円ほ

14

社会保障審議会介護給付費分科会（2015年2月6日）

ば、2015年度改定での報酬に基づいて職

上記①に関して0.56％の引き上げ、②に

加算Ⅰ
新 設

算定要件
算定要件

ードの一つといえます。同リハビリテーシ
（Instrumental ADL、手段的日常生活動

全体改定率はマイナス2.27％ですが、

加算のイメージ

新たな概念である生活行為向上リハビリ

ど引き上げるために、新たな措置として、

護人材確保対策の推進、③サービス評価

加算のイメージ

単位/月、同3月超6月以内の期間に行われ

ョンは 、A D L（日常 生 活 動 作 ）
、I A D L

メリハリのきいた報酬改定に

介護職員処遇改善加算について

テーションは、2015年度改定でのキーワ

1. 2015年度介護報酬改定の内容
基本的な視点に基づき

図表2

また、第2の要件は、定量的要件です。

（図表1、2）
。
つまり、キャリアパスを明確にしなけれ

次に、2016（平成28）年度診療報酬改
定に向けた動きを見ておきましょう。

が往診・訪問診療を専門に行うことができ

その提案に対して、中医協の支払側・診

るようにする」と提案し、その要件につい

療側双方の委員が拙速に結論を出すことを

て次の2項目を挙げました。

拒否し、さらに検討を続けることにしました。

②往診および訪問診療を、地理的に区

断をすることになります。
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■福祉人材確保対策検討会における議論の取りまとめ（全体像）

Topics
特別インタビュー

-後編-

一般社団法人『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会 理事長

介護人材確保 11 の方向性

佐藤 優治 氏

介護人材

で理事長に就任した佐藤優治氏（株式会社ソラスト専務執行役員・渉外部長）に、民介協の活動と今後の展望な
どを語っていただいた。本誌前号に、インタビューの前編を掲載。今回は、 その後編である。

福祉人材

一般社団法人『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会（民介協）の2014（平成26）年度役員改選

１.３つの魅力～「深さ」と「楽しさ」と「広さ」～の発信
２. 若者に選ばれる業界への転換
３. 女性や中高年齢者層の参画
４. 他業界に負けない採用戦略
５. 多様な働き方や機能に応じたキャリアアップの実現
６. 介護福祉士の専門性と社会的評価の向上
７. 介護福祉士資格取得方法見直しに向けた取組
８. 小規模事業所の共同による人材育成支援
９. マネジメント能力・人材育成力の向上
10. 学校・企業などあらゆる主体と連携する
「場」の創設による地域ぐるみの人づくり
11. グランドデザインの構築

2025 年の介護人材の全体像と介護福祉士の担うべき機能の方向性

ずる、と提示しています。そのように国全体が動き出したら、

外国人技能実習制度に注目
期待したい外国人の介護職の量の増加

外国人の介護職の量は圧倒的に増えるのではないでしょうか。
すごく期待しています。
― 佐藤理事長は以前から、女性の人材確保については税制

― 介護分野の人材確保が大きな課題になっていますが、制

度も見直すべきである、と提言されています。

度については、どのような改定を要望されますか。

佐藤

佐藤

社会
福祉士

障害福祉
人材

社会福祉士の活用の方向性

障害福祉分野の人材確保の方向性

介護福祉士資格取得方法
見直しに向けた取組の方向性
１.中期的対応
介護ニーズの高度化に
対 応した質の向上を図
り、｢量｣と｢質｣の好循環
を生み出す
２.当面の対応
人材の資質の向上に配
慮しつつ、すそ野の拡
大を図る

１. 介護人材の全体像
２. 介護福祉士の担うべき機能の在り方

１. 社会福祉士のさらなる活躍の場の創出
２. 専門性の高い社会福祉士の養成
３. 社会福祉士に対する理解促進
１. 専門性の向上
２. 障害福祉分野への理解促進と多様な人材の参入促進
３. 障害者の福祉・介護分野への参画促進

Special Interview
一般社団法人『民間事業者の質を高める』
全国介護事業者協議会（略称：民介協）
●理事長：佐藤優治氏
（株式会社ソラスト専務執行役員・渉外部長）
● 組織・活動：主として居宅系サービスを提供している
介護事業者で構成、全国を8ブロックに分けて活動。
また、民間介護事業者推進委員会（介護6団体）のメ
ンバーとして活動し、同委員会を代表する形で厚生
労働省の審議会・検討会などで種々の提言や要望を
行っている
●事業の柱：①介護事業経営者としての理念を構築する
ための支援事業、②介護サービスの質を向上させるた
めの研修会・セミナー、③経営相談業務、④介護に関
わる情報の発信と共有、⑤高齢者が在宅でより快適に
暮らすための国への要望
●事務局：東京都千代田区内神田2-5-3 児谷ビル3F
●ホームページ：http://minkaikyo.info/index.html

出典：厚生労働省社会・援護局資料

扶養配偶者世帯を厚遇した現状の税制や、多くの企業

今の状態が続けば2025年には介護職員が100万人不足

で採用されている配偶者手当の支給は、女性就労者の多い介

関しては報酬の引き下げが懸念されますが、大きな変更はあ

― 最後になりますが、今後、新理事長としてどのような活

するという予測も出ており、人材確保は喫緊の課題といわれて

護業界、特に訪問介護事業にとっては、介護人材の量を確保

りません。しかし、市町村では徐々に住民・ボランティア主体

動に力を入れていかれる予定ですか。

います。2014年10月、社会保障審議会・福祉部会に福祉人材確

する上で大きな障害となっています。民介協では政権与党と

の支援、
「サービスB」に移行していくと推測されます。また、
「サ

佐藤

保専門委員会が設置されましたが、私は、同委員会の前身で

民主党に、主として次のようなことを要望しています。

ービスC」は、要介護にならないように退院後などに予防サー

て、国に意見が述べられるまでに成長しました。会員へも研

ビスを集中させるもので、より高度な介護サービスが必要なの

修やWebを通じて、質の向上への支援をしてきました。これ

で、指定事業者は関与すべきであると認識しています。問題は、

からは、それらの活動をもっと広く周知し、さらに発言力を高

ある福祉人材確保対策検討会の委員を務めました。同検討会

民介協は、総合的なサービスの民間事業者の団体とし

では、介護人材確保の方向性について、①参入促進、②資質

①働く女性が所得を一定水準以下に抑制する方向に機能

の向上、③労働環境・処遇の改善、④全体的な視点、という4

する現在の税制は、就労の機会の喪失、就労時間の減

地域包括支援センターの役割が増すことです。特に、委託で

め、公益を起点に日本の介護サービスの健全な発展に寄与で

つのカテゴリーで取りまとめました。量の確保に関しては、女

少など、大きな社会的損失につながるので、女性が働

行われている地域包括支援センターにおいて公正性を欠く行

きる団体へとさらに成長させたいと考えています。

性や中高年齢者層などに多様な形で参画できるように環境を整

くこと、より社会に参加していくことに対してインセ

為が起きないように、私たちは同センター単位での実績情報

― 本日は民会協の理事長として、貴重なお話をありがとう

ンティブを付与するような税制改正を。

の開示を要望しています。

ございました。

備する、としています。外国人の人材確保については、われわ
れは必要だと考えています。ただ、外国人の場合、言葉や生

②配偶者手当の支給条件として、配偶者控除の適用範囲

活習慣の問題があるので、訪問介護のようにマンツーマン、フ

での就労を必須としている企業や行政が見られるが、

ェースツーフェースで行うサービスは難しいと思いますが、デ

こうした動きを撤廃するよう指導を。

（注：インタビューは2014年11月。その後、外国人技能実習制度などについては佐藤理事長が期待する方向に動いている）

民介協主催

イサービスや施設系サービスでは活躍できると考えています。
― その外国人の人材は、経済連携協定（EPA）とは違うルー
トなのですか。
佐藤 経済連携協定（EPA）に基づく外国人介護福祉士が就労

「医療・介護総合確保推進法」の中で
特に地域包括支援センターの公正性に注目

しているのは社会福祉法人の特別養護老人ホーム（特養）だけ

― 2014年6月25日に公布・施行された「医療・介護総合確保

です。われわれが今、注目しているのは、外国人技能実習制

推進法」では、要支援1〜2の人に対する予防給付のうち通所

度です。政府が2014年6月24日に閣議決定した「日本再興戦略」
（改訂2014）では、外国人技能実習制度について、①対象職種

介護と訪問介護について市町村の地域支援事業に移行させる
など、重要な問題も含まれています。どのようにお考えですか。

に介護分野の追加を検討する、②実習期間を3年から5年に延

佐藤

長する、③2015年度中の施行に向けて所要の制度的措置を講

支援総合事業）では、現状の指定事業者が行う「サービスA」に

市町村による新しい地域支援事業（介護予防・日常生活

さらに発言力を高め
公益を起点に日本の介護サービスの
健全な発展に寄与していきたい
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●

●

第9回全国事例発表会が2015年2月21日、名古屋市で開催
ご存じのとおり、非常に厳しい介護報酬改定がなされた中で、また土曜日であるにもかかわらず、150
名近くの方々にお集まりいただき感謝申し上げます。本日は、利用者に真正面から向き合い、利用者一人
一人の幸せを真剣に考え、サービスそのものに根ざして努力をされている方々から、12の事例が発表され
ます。本日出席された方々は、それらの事例を持ち帰り、それぞれの企業・現場において、民介協が冠し
ている「民間事業者の質を高める」ことに生かしていただきたいと思います。

『在宅限界点への挑戦』〜チームケアにより生きる力を引き出す〜
（株）ソラスト ソラスト梅津 居宅介護支援事業所 林 恵 氏

事例は、A様（89歳、女性）で要介護5、失聴
がある。兄94歳、妹85歳の老老介護の三人暮ら
しで、キーパーソンは妹である。A様は多くの既往
歴がある中、2014年2月19日、自宅で倒れて救急
搬送されたが、病院での身体拘束が耐えられず、
自己退院を申し出た。病院からは「24時間心不全
状態、経鼻経管栄養、ほぼ寝たきりのため、在宅
生活は無理。死を意味する！」と告げられた。
私は、A様の在宅生活を支えるために、何度も、
往診医に依頼に行った。また、看護師、訪問介護、
福祉用具など介護保険サービスを調整するととも
に、病院においてカンファレンスを5回開いてもらっ
た。
こうして入院から約2カ月後の2014年4月23日、
A様は退院することができた。しかし、退院後のサ
ービス担当者会議で、A様は筆談で「家に帰りたか

っただけ」
「家で死にたいだけ」
「私に触らないで」と
書き、他人を受け入れなかった。
そこで私は、サービス担当者・支援者によるチー
ム全員に「訪問したら、まず、主介護者である妹さ
んにねぎらう言葉をかけてください。A様には、優
しい笑顔で、大きな口を開けて言葉が読み取れる
ようにするとともに、すぐに筆談ができるようにして
ください」とお願いした。
その数日後から、A様は、朝晩のオムツ交換を
するヘルパーさんを受け入れてくださるようになっ
た。また、訪問看護師からは「水分にトロミをつけ
たら、うまく飲み込めましたよ。リンゴゼリーを小さ
じ一口、食べましたよ」という報告が入るようになっ
た。また、これまで頑張っているのを褒められたこ
とがなかった妹さんは、介護疲れの中にも笑顔が

見られるようになった。それらの情報を全員に伝え、
共有した。記念すべきは、5月21日である。この日、
経鼻経管を抜くことができ、口から食べ始めたので
ある。A様が一番食べたかったかき餅を、細かく砕
いてトロミをつけて食べていただいた。A様は、涙
を流して
「おいしい」
とささやいてくださった。もっと、
おいしいものを食べたいという意欲も見えた。この
喜びを、チーム全員に報告した。
このように、本人のできることをアセスメントして、
残された能力を見極め、在宅支援のチーム全員が
サポートすることで「在宅限界点」を高め、本人の
生きる力を引き出すことができた。これからも、チ
ームの力で、在宅限界点への挑戦をし、生きる力
を引き出す支援をしていきたい。
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まんが：アートラクト

その ⑥
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。

M.Hさん（ヘルパー）

人材不足でお悩みなら、ソラスト求人サービスサイトをご利用ください。

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89）より

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

「ソラスト保土ケ谷」は、ＪＲ横須賀線保土ケ谷駅東口から徒歩１分。デイ
サービス（通所介護）、ホームヘルプサービス（訪問介護）、居宅介護支援の
３つのサービスを提供している。おしゃれなカフェカウンターのある広々
したデイサービスルームでは、利用者がゲームや将棋、手芸、フィットネ
スなどを楽しむ。ここを拠点として、地域の高齢者の生活を支えるのがソ
ラスト保土ケ谷の使命だという。

通所介護事業所管理者の
大浜見栄子さん

ソラスト保土ケ谷

訪問介護事業所管理者兼
サービス提供責任者の
小林通子さん

介護支援専門員の
松本淳さん

（神奈川県 横浜市）

設：2011年 5月
井町12 3- 2
保土ケ谷区岩
奈川県横浜市
2号室
10
棟
号
●所在地：神
２
ツ
ハイ
保土ケ谷駅前
18（訪問）
）04 5- 711- 80
宅
居
・
所
通
（
8017
171
504
● TEL：
711- 80 31
● FA X：04 5所介護）／
護支援
イサービス（通
デ
介護）／居宅介
●サービス：
サービス（訪問
ホームヘルプ

●開

利用者一人ひとりの
声をしっかり受け止め
快適な暮らしと自立をサポート
「ソラスト保土ケ谷」の開設は2011年。
通所介護、訪問介護、居宅介護支援の３
つのサービスを提供する事業所だ。
運営方針は、利用者が可能な限り、自
宅で、この地域で、自立した日常生活を

エアロバイクでフィットネスに励む利用者

大型の画面を見ながら
スリングでフィットネス

もある通所介護事業所管理者の大浜見栄

●● デイサービス

フィットネス、
カフェカウンターが好評
大人の雰囲気のある施設を
目指す

子さん。系列の「ソラスト武蔵小杉」の
デイサービスでの経験を生かし、この事

はじめとする４種類のマシーンとストレ

業所の立ち上げにも携わった。大浜さん

ッチ器具が設置されている。施設内には

の一押しは、喫茶店のようなカフェカウ

個浴のジャグジーバスも３台ある。

●● ホームヘルプサービス

情報収集と
チームワークのよさで
質の高いサービスを提供

ンター。ここで、お茶を飲みながら、新

フィットネスが目的でここを選ぶ人が

ソラスト保土ケ谷の特徴は、デイサー

聞や雑誌を読むのがお気に入りだという

多いことからもわかるように、利用者の

ビスルームに象徴されている。
明るい広々

男性利用者も少なくないという。スタッ

要介護度は平均２程度。ただし、年齢は

身体的精神的な負担を軽減するために必

としたスペースには、さまざまなフィッ

フがドリップ式で入れてくれるコーヒー

60代から100代。要するに元気な自立

土ケ谷の特徴のひとつ。ホームヘルパー

要な生活支援や介護、機能訓練などの援

トネスマシーン、大画面のテレビ、カフ

は「香りが違う」と評判である。

度の高い人が多いのが特徴といえる。

の平均年齢は40代に手が届くものの、

助を行うことである。

ェカウンターを設置。中央のテーブル席

営むことができるよう支援すること。そ
して、利用者の社会的孤立感を解消し、
心身機能を維持し、また利用者の家族の

利用者の暮らしをより快適にするため

さらに、エアロバイクなどのフィット

もゆったりとした配置になっている。

ネスマシーンも人気だ。利用者たちに
「ソ

また、多種多彩なプログラムも大きな

スタッフ間の連携のよさもソラスト保

中心は若手スタッフだ。

題を共有することがスキルアップにつな
がるのだという。
●● 居宅介護支援

利用者の生活を俯瞰し
暮らしや思いに合った
ケアプランを作成
「利用者さんの暮らしや思いに合った
サービスを提供するのがケアマネの仕

魅力だ。本格的なフラワーアレンジメン

「若いということは経験が少ないとい

事。調整役ですから少し引いて見ること

うことでもありますが、それは情報収集

が大事ですね」と、介護福祉士でもある

には、スタッフが利用者一人ひとりの声

「コンセプトは、これまでにない感じの

ラスト保土ケ谷」を選んだ理由をたずね

トや陶芸などは、参加者の満足度も高い。

をしっかり受け止めることから始める必

大人の雰囲気のある施設です。利用者さ

ると、
「フットネスが充実しているから」

もちろん、利用者の提案によるゲームや

とスタッフ同士の連携できちんとカバー

介護支援専門員の松本淳さん。ケアプラ

要がある。そして、スタッフは知らず知

んが足を運びたくなるスペースを作りた

クイズなども積極的に取り入れている。

しています」と、訪問介護事業所管理者

ンを作る時は利用者の生活を俯瞰するこ

らずのうちに利用者に育てられるのだと

かったのです」

て運動ができる」という答えが多く返っ

恒例のイベントでは、利用者とスタッフ

でサービス提供責任者の小林通子さん。

とがポイントになるという。事業所の選

てくるという。ここにはエアロバイクを

のさまざまな創意工夫があちこちに見ら

介護福祉士でもある。

択には利用者の意向を考慮するが、やは

いう。
まるで喫茶店のようなカフェカウンター

こう話してくれたのは、介護福祉士で

利用者
の声

「スタッフが見ていてくれるので安心し

デイサービスに通い始めて、この６月で４年になりますが、飽
きませんね。おすすめは、泡が出るジャグジーバス。それから、

「まずは、チームワークのよさ。それ

り自信を持って紹介できるのはソラスト

に加えて 報・連・相（報告・連絡・相談）

のデイサービスやヘルパーだと、力を込

んだ仮装が見ものだという。

も徹底させています」と、仕事を安全に

める。

「利用者さんとのふれあいは、本当に

スムーズに進めるノウハウを語る小林さ

「これは実際に間近で見ていますから、

本格派のレギュラーコーヒーもおいしい。利用者が持ってくるクロス

ためになります。ご高齢者のものの見方

ん。
「保土ケ谷は坂の多い街なので、自転

絶対ですね（笑）
。スタッフは利用者さん

ワードや漢字クイズなどをみんなでやったり、僕らの提案やアイデア

や困り事などもわかるし、デイサービス

車も電動でないときびしい。雨の日など

やご家族の話をきちんと聞くし、スタッ

が生かせるのもいいですね。今、はまっているのは、

のメニューのヒントにもなります。祖父

は本当に大変です。これが若手ヘルパー

フ同士で頻繁に意見交換もしています」

母世代のお話は知らないことも多く、興

が多い理由かも（笑）
」と続ける。

と、松本さん。ケアマネジャーの各事業

スタッフ考案の計算ゲーム。これはペットボトルの
キャップを使った脳トレです。デイは週２日だけで
すが、本当に楽しみ。朝、
「おはようございます」っ
ていう送迎スタッフの人の声を聞くと、元気が湧い
てきます。
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れる。夏の納涼祭では射的やヨーヨー釣
りの出店が並び、ハロウィンでは手の込

秋山 林一さん（95歳）

味深いですね」と大浜さん。こういった

小林さんが「ヘルパーのまとめ役」と

所への信頼が最適なケアプランをつく

言葉からも利用者とスタッフのコミュニ

して心掛けていることは、スタッフの話

り、その信頼が各事業所のやる気につな

ケーションを深めようとするソラスト保

をしっかり聞くこと。どんな些細なこと

がり､ 介護プランを現実のものにするの

土ケ谷の心意気が感じられる。

でも一人で抱え込まないで、みんなで問

だという。
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介護付有料老人ホーム

ケアマネ

さん

橋本 難しい仕事です。迷ったり悩んだり、
まだまだ、 わからへんことばかり（笑）
。

ったのでしょうか。

心の中では「１年更新」ですね。
「今、がん

橋本

ばろう」
「あと１年、がんばろう」と、やっ

13年前、いっしょに住んでいた母

がクモ膜下出血で倒れたことです。幸い、

てきました。ケアプランを作る時は、利用

後遺症は軽かったのですが、介護につい

者さんの話をじっくり聞き、少しでも快適

て学びたいと思いました。それまでやって

な生活を送ってもらえるよう心掛けていま
すが、家族と意見が食い違うことも少なく
ないのです。

橋本 礼子さん

在宅介護を〝連携力〟で
具体的な ﹁形﹂にしていくのが
ケアマネの仕事です

いた化粧品販売の仕事とは、
「人にかかわ
る」という以外はまったく異なるので、少

●居宅介護支援事業所「ソラスト豊中」管理者

橋本

ご家族は安心して仕事に行きたい

からデイサービスに行ってほしい。が、利
用者さんは行きたくない。私は自分の体験
から仕事と介護の両立の大変さはわかっ

ソラストは…

入居一時金・敷金

ているつもりなので、利用者さんが納得で
きるデイを探すようにしています。デイの

要支援の方から要介護の方までご入居頂けます。

楽しさもお伝えします。手前味噌ですが、
うち（ソラスト豊中）のデイなら自信を持
って勧められます。訪問介護のスキルも高
いし、安心して任せられるスタッフも多い

（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。

ので心強いです。
― ケアマネさんの仕事で大切なことを

医療行為をご必要とされる方はご相談下さい。

教えてください。
橋本

連携力 ですね。在宅介護は、医師、

看護師、理学療法士、ヘルパー、福祉用
具事業者など、さまざまな職種の人が力

「あなたの自宅」に近い環境をご提供いたします。

を合わせなければなりません。私は介護

介護付有料老人ホーム

系からのケアマネなので、特に医療系の医
師や訪問看護師さんなどと小まめに連絡
を取り合うようにしています。ご家族がど
こまでケアできるのかを見極め、在宅介護

し勇気が必要でした。子どもたちもまだ小

を具体的な形にしていくのがケアマネの

さかったので、デイサービスのお手伝いか

仕事です。そのためには、医療系を含め

ら始めました。

た連携先との協力がとても大切になりま

0 円 経済的負担を大幅に軽減！

ソラスト

完全個室 全 55 室

大宮見沼

す。地域包括支援センターなどで利用者
さんから「ケアマネを紹介して」と言われ

て入社しました。一番の決め手は事業所

た時、担当者が連携先として私の顔を思

が自宅近くにあったこと（笑）
。でも入社

い浮かべてくれたらうれしいですね。

してすぐ、この選択に間違いはなかったと

―「１年更新」と思いながら、今もケア

実感しました。毎月、研修があるのはもち

マネを続けられている理由は何でしょう。

こども写真城
スタジオ
アリス大宮店

ろん、仕事に慣れるまで管理者が利用者

橋本 やりがいですね。仕事はいっぱいあ

大宮駅

の家まで同行してくれたり、教育体制もし

るし、勉強しなくちゃいけないこともいろ

っかりしていました。スキルアップのため

いろあります。だから、まだまだ辞められ

にケアマネの資格を取ったのも、こういっ

ません。先日、亡くなられた利用者さんの

た環境があったからです。

お宅にお別れに行ったら、家族の方が「私

― ケアマネジャーになられて３年半。ケ

の時もお願いね」と言ってくださいました。

アマネという仕事はいかがですか。

悲しかったけれど、本当にうれしかった。

バス停
導守

完全個室 全 50 室

大宮東

ソラスト

完全個室 全 50 室

越谷

大和田

和光
クリニック
杉山
皮フ科
ふとん店

国道16号・岩槻IC

大宮駅

越谷駅西口

バス停
高井北
ヤマダ電機

ソラスト大宮東

城北
信金

ドラッグ
セイムス

ソラスト

弥平
二丁目

バス停
弥平新田

高石

高石駅

高石藤井病院

マルエツ

元郷中学校

ご入居・ご利用までの流れ
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有料道

路

綾園ランプ

ヨークマート

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/

4

線

葛の葉町北

鶴見緑地駅

地

緑

見

鶴

堀

長

鉄

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

マツモトキヨシ

1

浜4

加茂小
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

南中野

☎ 048- 682-3331 ☎ 048- 681- 6601

ソラスト高石

地
セブン
イレブン

聖心会十全病院

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

鶴見緑地

下

104

セブンイレブン

完全個室 全 54 室

市立図書館

元郷中学校

元郷小学校

栃木銀行

完全個室 全 24 室

迎賓館前

ソラスト川口

107

バス停
西中野

ソラスト

朝日五丁目

荻原
第一幼稚園

赤山第二
保育所

TOTO大宮
ショールーム

三菱東京
UFJ銀行

太助寿し

ソラスト越谷

こまどり幼稚園
バス停
中丸

川口

161

越谷駅より
徒歩8分

ソラスト大宮見沼

完全個室 全 52 室

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

ソラスト

サービス付き高齢者向け住宅

阪
和
線

――ソラストに入られたのは？
橋本 ５年くらい経ってからヘルパーとし

ソラスト

住宅型有料老人ホーム

駅

22

― たとえば？

越谷

兵庫・西宮生まれ、大阪・豊中育ち。
2002年、母親の病気をきっかけ
に転職し、介護の世界に。07年、
ソラスト入社。ホームヘルパーと
して
「ソラスト豊中」
に勤務。11年、
事業所が移転となり、デイサービ
ス併設となる。これに伴い、介護
支援専門員、管理者を務める。休
日はもっぱら家事。得意料理は豚
汁とハンバーグ。二人の子どもた
ちとのおしゃべりが元気の秘訣だ
という。

入居者募集中

道
国
和
阪
二
第

こんにちは！

― 3 0 代になって介護の仕事に就かれ
た、とうかがいました。何かきっかけがあ
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