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地域包括ケアと公立病院
ー 地 域 医 療連携と在宅医療を中心に
公立森町病院

今
慢

性的な医師不足は否めませんが、
家庭医養成プログラムなどをさらに活用し、
多様な職種がもっと密に協力し合うことで、
より良い地域をつくっていきたい。
（特集「ソラスト リポート」水野 義仁氏、P10）

特集

地域包括ケアと公立病院
ー地域医療連携と在宅医療を中心に

どに、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができる

ソ
ラストに仲間入りして︑ まもなくマル

）

よう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケ

アシステムの構築を推進している。ここでは、地域医療連携と在宅医療を

中心に地域包括ケアシステムの実現に向けて積極的に活動している公立森

町病院の取り組みを紹介する。

ソラスト インタビュー

医

師が行くだけなら単なる訪問。
地域との関係性のなかで
患者さん多面的を支えてこそ在宅医療です。
（「ドキュメント在宅医」石垣 泰則氏、P15）

こ

相手によって支援方法は千差万別。

つまり、正解は1つではないのです。そこにやりがいを見つけることもできます。
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地域の人々の生活に寄り添い支えることこそ
町立病院に課せられた使命です

中村 昌樹
公立森町病院 院長

ソラスト リポート
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氏

連携をキーワードにした
在宅に至る入退院支援を核に
地域づくりに意欲的に取り組む
● 公立森町病院
（静岡県 周智郡）
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明るく家庭的で、
入居者一人ひとりがのびのび自由に
暮らせるグループホームを目指す

1

年︒︵中略︶

グループの一員として︑ 今後も入居者の方々がより

（﹁ソラスト施設訪問記﹂倉田 昭代さん、

金を借りたいときに急に申し込んでも簡単にはいきません︒

日頃から︑ 自分の病院経営に対する考え方や取り組み︑

医療界の動向などを銀行に伝えて理解してもらっておくこと︒

）

それが銀行取引の要諦で︑ 病院経営者の仕事です︒

お

P
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の仕事は奥が深くて広い。もちろん基礎知識は必要ですが、

地域包括ケアシステム

連載

あしたを元気に！
ソラスト施設 訪問記

福永 肇

氏

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

氏

医療法人社団 泰平会 理事長

医療ジャーナリスト

牧 潤二

今回の体験談 K.Iさん
（ヘルパー）

グループホーム ソラスト茨木駅前（大阪府 茨木市）

（「こんにちは！ケアマネさん」酒井 広樹さん、P22）

こんにちは！ ケアマネさん

2

C O N T E N T S

厚生労働省は、団塊の世代
（約 800 万人）
が 75 歳以上となる 2025 年をめ

気持ちよく過ごせる明るく温かい施設を目指したい︒

後は独居の高齢者や老老介護の家庭が

増えることが予想され︑ その対策が急務です︒

︵中略︶地域一丸となってお互いに支え合う仕組みを

）

（焦点﹁病院ファイナンス﹂福永 肇氏、
P
13

強化していかなければと思っています︒

（特集﹁ソラスト インタビュー﹂中村 昌樹氏、
P
7
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酒井 広樹さん

株式会社ソラスト 居宅介護支援事業所
「ソラスト東府中」
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
地域包括ケアと公立病院
ー 地域医療連携と在宅医療を中心に
2025 年をめどに、整備が本格化している地域包括ケアシステム。全国に先駆けて高齢化の進む自治体のなか
には、すでに独自のシステムを確立しつつあるところもある。静岡県周智郡森町もそうした地域の１つで、公
立森町病院を中心に医療機関・介護施設・行政など関係機関の連携を進め、病気や障がいの有無、家族構成に
かかわらず、住民が安心して生活できる地域づくりを推進している。磐田市立総合病院との連携協定、研修医

中村 当院は1959年に開院し、1997年、私が赴任した年

が活躍する家庭医療クリニックの活用など独自の取り組みをリードしてきた院長の中村昌樹氏に、地域に根ざ

中村 昌樹

公立森町病院 院長

地域の人々の生活に寄り添い
支えることこそ
町立病院に課せられた使命です

した医療連携や在宅医療のあり方を語っていただいた。

氏
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急性期医療を公立病院が担う地域。
５つの自治体病院が

に新病院が完成しています。標榜科目は内科、外科、整形

機能分化し連携を推進しています

喉科、眼科の９科で、病床数は一般病床93床、回復期リハ

外科、小児科、歯科口腔外科、泌尿器科、皮膚科、耳鼻咽
ビリテーション病床38床の計131床です。

─ まず、森町を含む中東遠保健医療圏（磐田市、掛川市、

先ほど、地域に密着した医療と言いましたが、その代表

袋井市、御前崎市、菊川市、森町）の特徴をお話しいただ

的なものとして、在宅医療が挙げられます。当院が訪問看

けますか。

護を開始したのは1991年、翌年の1992年には主治医制で

中村 この地域の特徴の１つに、救急医療をはじめとした

訪問診療も始めています。このように早期から在宅医療に

急性期医療を、主として公立病院が担っているということ

取り組み、急性期を過ぎた患者さんが、その後の療養の場

があります。民間病院はあまり多くなく、その役割は慢性

として療養病床や老健と並んで、希望に応じて自宅を選べ

期医療や一部の専門医療が主です。

るように、仕組みづくりを進めてきました。リハビリや退

公立病院としてはもともと各自治体立の総合病院があっ

院支援体制を強化してきたのもその一環です。2012年度に

たのですが、2013年５月に掛川市立総合病院と袋井市立袋

は、厚生労働省が主導した在宅医療連携拠点事業に参加し、

井市民病院が統合され、33診療科からなる中東遠総合医療

それを機に、地域医療連携室にすべて集約していた連携に

センターが開設されたので現在、公立病院は５つです。こ

関する業務のうち、在宅医療関連業務を独立させて在宅医

のうち磐田市立総合病院と中東遠総合医療センターが急性

療支援室を設置しました。さらに、2013年には在宅医療コ

期医療の中核的機能を担い、御前崎市立総合病院、菊川市

ーディネーターという当院独自の職種を設けて、在宅移行

立総合病院、そして当院がそれを補完する医療、地域に密

や在宅復帰してからの生活を支援しています。

着した医療を担う、といった機能分化が進んでいます。

─ 在宅医療コーディネーターとは？

この背景には、中東遠地域のもう１つの特徴でもある、

中村 事務職を中心に育成しているもので、医師や看護師

単位人口あたりの医師数が全国平均の約半数と非常に少な

のような専門的立場ではなく、より患者さんに近い視点で

いことがあります。このような医療過疎のもとでは、機能

訪問診療の補助業務、相談業務、在宅医療全般の情報伝達

分化により効率よく医療を提供していくしかないのも事実

や窓口業務を行う者です。医療職が不足するなか、医師や

です。以前から、私たち公立病院の間では、
「病院長事務長

看護師の負担を軽減する意味でも非常に重要な役割を担っ

会」を年に２回開催し、密な情報交換と交流を重ねてきて

ています。

います。こうした活動がベースになって、機能分化と連携

─ きわめて早期に在宅医療に取り組みはじめた、その

は比較的スムーズに進んできました。

理由は何だったのでしょうか。
中村 森町の高齢化率は2015年４月１日現在、30.2％と高

在宅医療コーディネーターという
独自の職種を設けて

く、北半分がへき地に準じる振興山村指定地域で、町の中

患者さんの生活を支援しています

に通院が困難な高齢者が目立ちはじめていたこともあり、

心部以上に高齢化が進んでいます。90年代初頭には、すで
現場からの要請もあって自然に取り組みが始まったと聞い

─ そうしたなかで公立森町病院はどのような役割を果

ています。

たしておられるのか、ご紹介いただけますか。

─ 在宅医療関連の制度が次々新設されるなか、今でも
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profile

ソラスト インタビュー

1985年３月、浜松医科大学卒業。
同年４月、第２外科に入局。社会
保険浜松病院、袋井市民病院、松
田病院、NTT伊豆逓信病院、国立
療養所天竜病院を経て、1997年
より公立森町病院に勤務。2002
年に院長に就任し現在に至る。

地域包括ケアと公立病院

ー地域医療連携と在宅医療を中心に

同じように訪問活動をされているのですか。

２つが内科、もう１つが混合病棟でした。しかし、急性期

中村 医療とはシステムであり、システムである以上、時

主体の病院では内科の入院患者は確実に減る傾向にありま

代の変化に応じて柔軟に変わっていく必要があります。近

したので、私が院長になった2002年に病棟再編を行い、３

年のように在宅医療が推進されている環境では、病院の役

病棟を内科、整形外科、外科主体の混合病棟に分けました。

割は在宅医療に取り組む開業医の支援にシフトすべきでし

当院の医師数は2003年にピークを迎えましたが、2004

ょう。しかし、この地域には在宅医がまだまだ少ない。で

年スタートの新医師臨床研修制度をはじめ諸条件の変化に

すから当面の使命として、当院からの訪問診療や訪問看護

より常勤医が減り、医師以外の職種の異動などもあってマ

も継続して行っています。

ンパワーが低下。一時期は２病棟体制になってしまいまし

─ 中村先生も訪問診療をされているそうですね。

た。そうした苦しい時期を乗り超えて、2009年11月に新た

中村 はい。訪問診療を担当してみて良かったのは、多く

に設置したのが回復期リハビリテーション病棟です。中東

の人が希望する在宅療養の良さや、現場の苦労が実感とし

遠地域にはそれまで回復期リハビリ病棟はなかったのです

てわかったことです。現場を知っているから、どのような

が、当院と同時に菊川と御前崎にも開設され、地域全体で

支援が必要かもイメージできる。お互いを知って協力し合

リハビリに取り組む機運が高まりました。当院ではこの病

うことが有意義な連携につながります。

棟を急性期の延長と位置づけ、ある程度まで体の機能を回

─ 救急医療にも力を入れておられます。

復させてから生活の場に戻れるように支援しています。当

中村 一次救急、二次救急はすべて受け入れており、これ

院の場合、回復期リハビリを利用する患者さんは脳外科系

も地域密着型医療を指向する当院の大事な使命と考えてい

が意外に少なく、整形外科系の人が多いこともあって、在

ます。2006年度からは当院の救急部門に地区医師会の医師

宅復帰率は比較的高くなっています。

にも参加していただいています。
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大学病院など超急性期病院からも患者さんを受け入れて

若手医師が参加しており、当院の診療においても大きな力

「家庭医養成プログラム」で育った
若手医師が当院の診療でも
大きな力になっています

になっています。
─ 修了生は地域に残ってくれていますか。
中村 家庭医養成プログラム修了後、全員、家庭医の専門
医資格を取得し、森町家庭医療クリニックでの外来診療を

─ 多様な取り組みを推進するためには医師の確保が欠

継続しながら、他院で自分のさらに強化したい分野の研修

こうしたさまざまな取り組みを行うにあたり、キーワー

いますが、そういった患者さんに当院でリハビリを指導す

かせないと思いますが、貴院では
「家庭医養成プログラム」

を行っています。彼ら彼女らが十分な経験を積んだ後、将

ドとなっているのは「連携」です。他の医療機関との連携、

ると、見違えるほどに元気になります。ここでは関連する

が成果を上げていますね。

来的に森町に戻ってくれることを期待しているところです。

介護施設との連携、多職種連携など、当院以外の人材や

診療科の医師やリハビリ職をはじめ、場合によっては地域

中村

─ 最後に、将来の展望をお聞かせいただけますか。

機関・施設と一緒になって、地域の人々の生活圏のなかで、

の歯科医師や義肢装具士などにも加わっていただいて協働

員を診る専門家で、当院のような地域密着型の病院には

中村

日々の生活を支える医療を展開しています。住民の皆さん

しています。

家庭医が必要だと常々感じていました。そんなとき、ミシ

すが、これまでは家族の同居率が高かったために、何と

が安心して生活できるように、医療の入口としての救急機

─ 2014年度診療報酬改定で新設された地域包括ケア

ガン大学医学部家庭医療科教授のマイク・フェターズ先生

か高齢者の生活も維持できていました。しかし、今後は

能を確保し、その後も継続して適切な医療や介護が受けら

病床も設置されています。導入の目的は何ですか。

と知り合うことができ、先生に相談して森町で家庭医の養

独居の高齢者や老老介護の家庭が増えることが予想され、

れるよう、回復期や在宅などを含めた体制を構築してきた

中村 先ほども申し上げたとおり、森町の高齢化率はすで

成を始めたのです。2012年には浜松医科大学に地域家庭

その対策が急務です。
「森町病院友の会」など住民グループ

わけです。

に30％を超えており、慢性疾患を抱えながら暮らしている

医療学講座が立ち上がり、いまでは磐田市、森町など３市

とも協力しながら、地域一丸となってお互いに支え合う仕

高齢者が多くおられます。そういった方々に何かあったと

１町で構成される静岡家庭医養成協議会と浜松医科大学と

組みを強化していかなければと思っています。制度に人々

回復期リハビリテーション病棟や
地域包括ケア病床を

きに柔軟に受け入れたり、介護者の負担を軽減するために

の連携で運営されています。当院の研修医は隣接する森

の生活をあてはめるのではなく、ご本人の気持ちを一番大

利用していただいたりと、在宅生活を支援する機能を強化

町家庭医療クリニックで地域医療研修を、磐田市立総合

事にしながら、みんながハッピーに安心して暮らせるよう

積極的に活用しています

する一環として導入しました。200床以下の病院は病床単

病院で専門的研修を行います。当院は2008年に磐田市立

に制度を活用する、という姿勢で、住民の意識改革も含

位で運営できますので、４床からスタートし、少しずつ増

総合病院と「医療連携及び協力に対する協定」を結んでお

めて地域づくりをさらに進めていきたいと思います。

─ 病棟に関してはどのような変遷があったのですか。

やして、いまでは21床になりました。稼働率も高く、こう

り、人材交流がさかんです。そうした体制のもとで多くの

─ 本日は、医療過疎や高齢化に果敢にチャレンジする

中村 1997年、新病院が完成した時点で３つあった病棟は

した病床に対する地域のニーズの高さを実感しています。

経験ができるこのプログラムには、毎年、全国から複数の

お立場からの貴重なお話をありがとうございました。

家庭医とは、小児から周産期、高齢者まで家族全

森町の高齢化は全国平均より10年ほど進んでいま
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地域包括ケアと
公立病院 ❷
看護師１名、MSW
２名が所属する地
域医療連携室

静岡県
周智郡

ポ ート
ソ ラ スト リ

公立森町病院

連携をキーワードにした
在宅に至る入退院支援を核に
地域づくりに意欲的に取り組む

巧 麻理
地域医療連携室 室長・管理師長

病院の総合受付とは別に連携事務係の窓口を設置。
紹介患者などはこちらで受付、スムーズに案内している

公立森町病院は1959年に開院。
1997年に竣工した新病院も間もなく20周年を迎える

地域包括ケアという言葉が広く使われるようになるずっと以前から、連携をキーワード
に、地域全体で住民の生活を支えるべく活動してきた公立森町病院。すでに町の高齢化率
は 30％を超え、医師不足も深刻化するなか、
「地域医療連携室」
、
「在宅医療支援室」
、連携
事務係からなる「地域医療情報部」を中心に、地域づくりに意欲的に取り組んでいる。

地域連携業務を統括する
「地域医療情報部」を新設

公立森町病院に併設されている
森町家庭医療クリニックと森町訪
問看護ステーション

森町家庭医療クリニックの一室。
訪問診療から戻った医師の事務
作業などにも使われている

域連携に関する業務はすべて同室に集約
されるようになった。

リハビリテーション室。30名近くのリハビリスタッフが
在宅復帰をサポートしている

また、2010年頃から在宅医療の強化を

公立森町病院の理念は、
「 患者さまの人

図り、
在宅療養支援病院の届出、
在宅医療

権を尊重し、
心の通った医療を実践すること

にも積極的に取り組む森町家庭医療クリ

方連携を担うイメージがあるかもしれません

たことで前方連携の範囲が二次医療圏を

から在宅療養支援を意識して情報収集など

で、
地域と共に在る病院を目指します」。

ニックの開設などが相次ぎ、
地域医療連携

が、
私たち地域医療情報部は、
情報収集、

超えるケースも出てきています。
そういう意味

を行っており、入院時にはあらためてスク

「古くから在宅医療に取り組むなど町民が

室の業務が拡大したこともあって、
2012年の

多職種連携の場づくり、
市民啓発など地域

では入院支援業務が増えてきてはいます

リーニングを行って状況を把握、介護療養

必要とする医療を、
理念に則って実践してき

「在宅医療連携拠点事業」
（ 厚生労働省）

連携に関するあらゆる業務を幅広く担当しま

が、
在宅医療という強みを発揮し、
退院支援

上の問題点やサポートポイントなどを個別

たという自負があります」
と、西谷勉次事務

への参加を機に在宅医療関連業務を独立

す」
と、
多彩な業務を担う同部の役割を紹介

も活発に行っています」
と、入退院支援の

に抽出し、退院支援につなげている。
また、

局長は同院の足跡を簡潔に紹介する。地

させて
「在宅医療支援室」
を新設。同時に

する。

現状を話す。

入院から１週間以内には、退院支援カン

域医療連携の核となっているのは、
「 地域

在宅医療コーディネーターの育成や地域の

医療情報部」
である。

多職種合同カンファレンスなどを開始した。

公立森町病院が退院支援の強化に乗り

さらに、2015年４月には地域医療連携

出したのが1999年。
それに合わせて看護

室と在宅医療支援室に加え、地域連携関

部内に地域医療支援室が開設された。
その

連の事務を担当する事務職４名からなる連

後2003年には、
この地域医療支援室と

携事務係も合わせて
「地域医療情報部」
を

MSW主体の医療相談室、医事課病診連

新設したのである。

携係が統合されて
「地域医療連携室」
が誕
生、
外部との窓口が一本化された。以来、
地
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水野 義仁
地域医療情報部 部長・副院長

同部部長を兼務する水野義仁副院長は、
「地域医療連携室というと主に前方連携、
後

在宅療養を前提とした
入退院支援を担う「地域医療連携室」

巧室長によれば、森町の人口は年々少
しずつ減少しているが、世帯数は増えてい

ファレンスを開催し、支援の方向性の検討
を行っている。

る。
「これは独居の方が増えていることを意

「今後は、
さらに外来時における在宅療

2012年から地域医療連携室室長を務

味します。
また、進行度に関係なく、認知機

養支援の強化が必要になると考えていま

める巧麻理管理師長は、
「 現在の連携室

能に何らかの問題がある人が高齢の入院

す」
と、巧室長は将来展望を語る。

の人員は看護師の私とMSW２名の計3名

患者さんの約半数に達していることもあり、

で、
主たる業務は入退院支援と福祉相談で

よりきめ細かな支援活動が必要と感じてい

す。2009年に回復期リハビリテーション病

ます」
と指摘する。

棟、
2014年に地域包括ケア病床を設置し

同院では、
患者が外来通院している段階

情報共有など在宅関連業務の
すべてを担う「在宅医療支援室」
一方、
在宅医療支援室は、
地域の多職
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特集早わかり

図 森町の地域包括ケアシステム

静 岡 県 版 在 宅 医 療 連 携ネット
ワークシステムの画面。パソコン、

理解を深めるポイント

磐田市立総合病院
中東遠総合医療センター

高次医療機関

モバイル端末、ファックスなどで
患者の情報を共有している

地域包括ケアシステムの概念は介護
中心から、医療及び介護の総合的な
確保へと移行している。

多職種合同カンファレンス
医療

介護

公立森町病院
森町家庭医療クリニック
森町訪問看護ステーション
森町医師会

入所施設
デイ・サービス
デイ・ケア
訪問介護

地域包括ケアシステム

保健・予防
森町保健福祉課
公立森町病院
森町家庭医療クリニック
森町医師会

表 地域における医療及び介護の総合的な
確保の促進に関する法律（抜粋）
［目的］
第一条

この法律は、国民の健康の保持及び福祉
の増進に係る多様なサービスへの需要が
増大していることに鑑み、地域における創
意工夫を生かしつつ、地域において効率
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

2006（平成18）年度介護報酬改定
地域包括支援センター

情報提供とコーディネート

において、地域包括ケアシステムと
いう概念がほぼ確立し、その構築を

地域：ボランティア、森町病院友の会、町内会、民生委員 等
住居

在宅医療支援室は地域医療連携室と区別する意味で

患者・家族

「さざんか」の愛称で呼ばれている

自らの生き方の選択、健康管理

種間の情報共有のための情報集約・管理、
診療補助業務、
相談業務、
在宅医療全体
のコーディネートなど、
在宅医療に関連する
業務すべてを担っている。
また、
年に１回、
町
民向けと医療・福祉関係者向けの講演会を
主催し、
顔の見える関係構築のため、
多職
種合同カンファレンスを年3回開催している。
同室室長を務めるのは、
木下よし江看護
師で介護支援専門員の資格も持つ。公立
森町病院の手術室、病棟、外来、地域医

毎年、病院に新入職員
を迎える時期には各部
門でウエルカムボードを
作成。病院ボランティア
など外部の人の投票で
順位をつけて上位３部門
を表彰している。部門の
結束や院内の活性化に
も役立っている

目指して地域包括支援センターなど
も設置された。以後、地域包括ケア

2014年の通常国会で「地域にお

システムの概念については、主とし

ける公的介護施設等の計画的な整

て介護・福祉関係者の間で共有され

備等の促進に関する法律」が大幅に

てきた。また、地域包括ケアシステ

改正され、この法律の目的に、地域

ムは介護保険制度に基づいて構築

包括ケアシステムを構築する旨を明

するもの、と考えられがちであった。

記。法律の題名も「地域における医

しかし、2013（平成25）年8月の社

療及び介護の総合的な確保の促進

会保障制度改革国民会議の報告書、

に関する法律」に改められた（別表）
。

2014（平成26）年度診療報酬改定

また、2014年度診療報酬改定に

などを通して、地域包括ケアシステ

おいて、
「地域包括ケア病棟（病床）
」

ムの概念が広がっている。

の制度ができた。これは、医療（医

民が生きがいを持ち健康で安らかな生活
を営むことができる地域社会の形成に資す
ることを目的とする。
［定義］
第二条
この法律において
「地域包括ケアシステム」
とは、地域の実情に応じて、高齢者が、
可能な限り、住み慣れた地域でその有す
る能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるよう、医療、介護、介護予防（要
介護状態若しくは要支援状態となることの
予防又は要介護状態若しくは要支援状態
の軽減若しくは悪化の防止をいう。）
、住
まい及び自立した日常生活の支援が包括
的に確保される体制をいう。
（後略）

地方自治体が公的保険外サービス

議は2013年8月、報告書をまとめ

テムへのアプローチと見ることがで

創出にあたって参考とする「保険外

た。以後、わが国の社会保障制度の

きる。

サービス活用促進ガイドブック（仮

同報告書においては、地域包括ケ
アシステムの位置づけについて、次

支援センターと居宅介護支援事業所に勤

版在宅医療連携ネッ
トワークシステムに参加

水野副院長は公立森町病院に赴任して

務していた。在宅医療支援室立ち上げにあ

しています。
このシステムの管理も在宅医療

まだ約半年。
客観的な視点から、
「コメディカル

たり、
こうした経験が評価され白羽の矢が

支援室が担当しており、
近隣市町村の地域

の皆さんのレベルが高く、
熱心で活動的。
中

「この地域包括ケアシステムは、介

立った。就任後は森町家庭医療クリニック

包括支援センターや訪問看護ステーション、

村院長がリードし、
作り上げてきた地域包括ケ

に在宅部門を立ち上げ、
前述した業務や同

居宅介護支援事業所、
介護保険サービス

アシステムはさらに進化していくと思います」
と

院独自の職種である在宅医療コーディネー

事業所等と情報の共有化を図っています。

森町の状況を評価。
「 慢性的な医師不足は

ターの育成などに取り組んできた。

現在、
公立森町病院95名、
森町家庭医療

否めませんが、
家庭医養成プログラムなどをさ

2012年度から参加した在宅医療連携

クリニック28名の合計123名の患者さんが

らに活用し、
多様な職種がもっと密に協力し合

拠点事業も当初はほぼ一身に担い、国主

登録されています。患者ごと、
主治医ごとの

うことで、
より良い地域をつくっていきたい」
と、

導の事業が終了してからも、
自治体との協

チームが構成できるなど、
フレキシブルな使

地域医療情報部トップとしての抱負を語る。

力のもとで活動を続けている。

用が可能であり、
チームごとに目的を明確に

人口２万人で拠点病院が１つという森町

｢在宅にかかわる多職種といかに情報を

すれば有効なツールになると考えています｣

の規模が地域連携に適していることは、
中

共有するかが、
在宅医療を円滑に行うポイン

と木下室長。在宅患者を対象に24時間体

村院長も西谷事務局長も実感している。今

トになると考え、
公立森町病院と森町家庭

制の電話相談も2015年４月から始めてい

後もそうした強みを存分に活かしながら、
地域

る。

包括ケアのモデルとなっていくに違いない。
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保持及び福祉の増進を図り、あわせて国

療保険）側からの地域包括ケアシス

に基づいて実施されている。

職してからは、
隣接する袋井市の地域包括

の総合的な確保を促進する措置を講じ、
もって高齢者をはじめとする国民の健康の

政府の社会保障制度改革国民会

改革は、主として同報告書の考え方

療連携室などで経験を重ね、
医療現場を退

医療クリニックは、
2014年3月から静岡県

医療保険で
地域包括ケア病棟を
制度化

ことを通じ、地域における医療及び介護

のように指摘している。

称）
」を策定する。

地域包括ケアシステムと
連携した民間サービスの
活用を促進

②地域包括ケアシステムや地域
資源（農・食や観光等）と連携したヘ
ルスケア産業の創出を促進する。
③国民が安心して医療・介護サー

最近、地域包括ケアシステムにつ

ビスを受けられるよう、地域包括ケ

護保険制度の枠内では完結しない。

いては、経済の活性化、ヘルスケア

アシステムの充実・強化を図り患者

例えば、介護ニーズと医療ニーズを

産業の創出という観点からも捉えら

の利便性を高めるとともに、医療の

併せ持つ高齢者を地域で確実に支え

れるようになってきた。 政 府は

質の向上や創薬等医療分野の研究

ていくためには、訪問診療、訪問口

2015年6月30日、
「日本再興戦略」

開発環境整備、ヘルスケア産業の

腔ケア、訪問看護、訪問リハビリテー

（改訂2015）を閣議決定した。その

ション、訪問薬剤指導などの在宅医

中で、地域包括ケアシステムに関し

療が、
不可欠である。
自宅だけでなく、

て、短期あるいは中期的な取り組み

高齢者住宅に居ても、グループホー

として次のようなことを挙げている。

活性化などに資するよう、ICT化を
強力に推進する。
2015年10月から、マイナンバー
が全国民に通知される。それに対応

ムや介護施設その他どこに暮らして

①地域包括ケアシステムと連携し

した地域包括ケアシステムにおける

いても必要な医療が確実に提供され

た民間サービスの活用を促進するた

情報化のあり方、セキュリティ対策

るようにしなければならず、かかり

め、生活支援・介護予防サービス・介

などが、今後の大きな課題となりそ

つけ医の役割が改めて重要となる」

護食の分野において、事業者および

うだ。

（文責：編集部）
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後編

病院ファイナンス

病院ファイナンス（資金調達）にフォーカスし、専門家である福永肇氏に
わかりやすくご教示いただくシリーズの後編。今回は主な資金調達先と
その特徴、新しい調達法の注意点、スムーズな資金調達のための銀行
とのつき合い方などについてお話しいただいた。

事業計画書に毎年の税引後当期利益額を
どう見積もるかが最難の経営判断です。
銀行もその計画の実行可能性（すなわち回
収リスク）を最重点に審査します。銀行の
長期貸付は5年以内で、例外的に7年間で
す。10年間の貸付を銀行に望んでも無理

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

です。銀行借入では5年後などの返済期日
に借入金を一旦全額返済して、同日に新

氏

しい借入を行います（実質借入継続）
。

経営に対する考え方、
医療界の動向について

●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。

融資部門トップの
理解を得ておく

―それでは次に、銀行からの借入のポ

まず取引銀行の融資責任者との
信頼関係を築くこと︒
それが銀行取引の要諦です

焦点〔 focus 〕

法も注目されていますが、どのように考え
ればよいでしょうか。
福永

最近の新しい資金調達法としては、
リ ー ト

「社会医療法人債」
、R EIT（Real Estate
Investment Trust；不動産担保証券）など
エービーエス

の「A BS（Asset Backed Security；資産
担保証券）
」、
「診療報酬債権流動化」の３
つがあります。
先にも触れたように、私は新しい資金調
達方法はお勧めしていません。長期資金
調達の社会医療法人債とABSは債券を発
行して投資家から資金を集めます。債券
発行に伴う起債や事務に要する人手や費
用を勘案すると、病院の調達規模では実
質調達コストが高くなってしまい、これら
は検討対象外になります。また、短期資

イントを教えてください。

金調達の診療報酬債権流動化は、わかり

福永

やすく言えば給料の前借りです。病院は

病院の場合、賞与資金や納税資

運転資金を必要としない財務構造なのに、

金の短期借入は困難ではないので、ここ

診療報酬債権を換金して運転資金を確保

では長期借入についてお話しします。

する状況は異常事態です。社会医療法人

銀行からの長期借入にあたり、最も重
要なことは、しっかりした設備投資後の事

信頼関係を築くことが第一歩で、基本で

債、ABS、診療報酬債権流動化自体はき

業計画書（資金計画書）を作成することで

す。お金を借りたいときに急に申し込んで

ちんとした金融商品です。しかし、病院に

す。銀行は病院が作成した事業計画書の

も簡単にはいきません。日頃から、自分の

限ってはWAM、銀行借入でファイナンス

れ、クリアすれば貸付が内定します。WAM

―調達方法はWAMか銀行からの借入

実行可能性を審査し、貸付の諾否や金額

病院経営に対する考え方や取り組み、医

は必要十分と申し上げておきます。

の特徴は、大病院にも小病院にも貸付は

の２つということですね。

を決定します。実現可能な事業計画でな

療界の動向などを銀行に伝えて理解しても

―最後に、病院ファイナンスも含めて病

同じ条件（限度額、適用金利、期間等）で

福永 その他にも資金調達の方法はありま

ければ、借入は見込めません。

らっておくこと。それが銀行取引の要諦で、

院経営の今後の課題をお聞かせください。

行われる制度金融である点です。融資額

すので、あとで簡単にご紹介します。しかし、

―銀行には病院融資の専門部署がある

病院経営者の仕事です。

福永 2015年４月から
「地域医療構想」の

―前編では、病院の経営は安定してい

も算出式が公表されています。ここは決算

誤解を怖れずに申し上げますと、WAMや銀

のでしょうか。

―信頼関係を築いたうえで、しっかりと

策定が始まりました。私はこれにより医療

る半面、労働生産性が低いといった特徴

書を審査し、貸付条件は個別病院・案件ご

行借入に比して病院には劣位な選択肢にな

福永

した事業計画書を書くということですね。

界は大きく変化すると考えています。そのイ

や、ファイナンスには短期資金調達と長

とに相違する銀行と大きく違うところです。

借入先はWAM（ワム）が有利
調達先の第一候補です

20世紀末時点で病院チームを持つ

るため、敢えてお勧めいたしません。病院

銀行は数行だけでした。住友銀行が古くか

福永 しっかりとした、という意味は、数

ンパクトは、1985年に病床規制が始まった

期資金調達があり、短期と長期では世界

期間20年や30年の借入も可能で、据

の資金調達はWAMと銀行借入の2つが基

らの歴史とノウハウを持っていました。21世

字に責任を持つということです。計画書は

ときと同じか、それ以上と想像しています。

が違うこと、借入可能な金額は意外に小

置 期 間も長く、 しかも固 定 金 利です。

本で、それで必要十分でしょう。WAMや

紀に入ると、ヘルスケア産業は閉塞日本経

外部のコンサルタントではなく、経営者と

それに先駆け、2014年からは病床機能

さいことなどをご指摘いただきました。今

WAMの医療貸付は病院にとってメリットが

銀行からの借入が難しい場合は、他の調

済における数少ない成長分野と言われるよ

病院各部門の責任者が自分たちで書く。

報告制度が開始されました。二次医療圏

回は具体的な資金調達の仕方から教えて

大きいです。長期資金調達を検討するとき

達方法を探すのではなく、その借入案件自

うになり、銀行は病院への融資を検討しは

夢の数字ではなく、実現する数字を示す。

では2025年に必要と推される病床数への

いただけますか。

にはWAMをコアに考えてください。

体に無理があることに気付いてください。

じめます。今日では多くの銀行に医療・福

そしてその計画を、病院経営者は責任を

調整が始まります。病院には病棟医療機

福永

―そのWAMにデメリットはないのでしょ

―銀行の場合、病院はどれだけの金額

祉を担当する部署があり、銀行は病院の

持って遂行することになります。

能の明確化と病床数の整理縮小が求めら

病院が資金調達を行う場合、借入

検討先は２カ所あります。医療・福祉貸付

うか。

と期間の借入が可能なのですか。

経営や財務を理解していると思います。

を事 業とする政 府 系ノンバンク、W A M

福永 どの病院に対しても平等の制度金

福永 「出来るだけ多く、出来るだけ長く」

―銀行でお金を借りる場合、どのような

（Welfare And Medical Service Agency；

融ということは、個別対応や融通など病院

が借手の本音でしょう。しかし長期の借入

ことがポイントになりますか。

独立行政法人医療福祉機構）
と銀行です。

ごとのオーダーメイドは無理ということで

可能金額（総額）は「毎年の返済金額 期

福永 まず最も大切なのは、取引銀行に

ワ ム

長期資金調達では最初にWAMへ相談され

す。融資には限度額があり、設備投資資

間」です。毎年の返済原資は「税引後当期

病院の経営責任者自らが出向くことです。

るのが良いでしょう。WAMの医療貸付では

金の全額ではありません。また、直接の相

利益＋減価償却費」が上限です。理論上

そして、支店長や地域法人部長といった

項目ごとに内部基準と照合する審査が行わ

談窓口は東京と大阪にしかありません。

は、その金額以上を病院は返せません。

営業店の融資責任者と情報交換を重ねて

12

れます。M&Aも活発化するでしょう。変革

取引銀行との
信頼関係を深めて
「地域医療構想」の
大リストラに備える
―病院債の発行など、新しい資金調達

は病院組織のヒト、モノ、カネすべてに及
び、変革に伴うファイナンスも必要になり
ます。これからの時代、取引銀行との信
頼関係構築は病院経営の要諦です。ぜひ
とも銀行との関係を大事にし、未来に向け
た経営改革に活かしてほしいと思います。
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コーラルクリニック院長として週の半分は東京で過ごし、
週２日の訪問診療と土日のオンコールに対応している

1990年に静岡市で神経内科専門クリニックを開業。その２年後に老人デイケア（現通所リハビリテーション）
に着手したのを機に在宅医療に取り組むようになったという石垣泰則・泰平会理事長。2009年には東京都文
京区に訪問診療専門クリニックを開き、大学病院や地域の開業医と連携しながら、神経難病患者を主な対象と
して、より専門性の高い在宅医療を展開している。

医療法人社団 泰平会 理事長

石垣 泰則 氏

ドキュメント

在宅医

！

熱 い 使 命 に 燃 える
O
T

M
S
W

のが、大学の後輩で当時は名古屋大

元気を取り戻していく高齢者の皆さ

学の研究員だった服部信孝医師だ。

んを見て大きな手応えを感じました。

「パーキンソン病の治療はどうあ
るべきかなど、まだ若かった私たち

で経験を積んだ後、静岡市に開業し

を支えるために訪問診療を開始し、

は酒を酌み交わしながらよくディス

た城西神経内科クリニックは当初、

私の診療は外来から在宅にシフトし

カッションしたものです」と、石垣氏

19床の有床診療所だった。
「大学で培

ていったのです」

が懐かしむ。服部氏は現在、順天堂

以来、地域全体を療養の場と捉え、

大学医学部脳神経内科主任教授で、

ため外来と入院機能を持ち、さらに

訪問診療、訪問看護、訪問・通所リハ

パーキンソン病の専門家として国内

患者さんのためにとの思いから神経

などさまざまなメニューを用意し、介

外に知られるが、石垣氏との交流は

難病のリハビリテーションにも本格

護従事者とも連携しながら、地域の

変わらず続いている。

的に取り組みました」と、開業時を

皆で在宅患者を支え、社会復帰を目

パーキンソン病の薬物治療が多様

振り返る石垣泰則氏。ただし、この

指すスタイルを独自に確立してきた。

化し、専門医でなければ適切な治療

形態が続いたのは２年間のみ。診療
報酬上、有床診療所の評価がしだい
に下がり、経営が難しくなったのだ。
「悩んだ末、入院ベッドを廃止。か
わりに1992年４月から老人デイケ
ア、いまで言う通所リハビリテーシ

14

ョンを導入したのですが、心と体の

そして、そういった患者さんの生活

った神経内科の専門医療を提供する

う病院に通い、かかりつけ医を持た

を実践する診療所を作ろうじゃない

ないケースも多い」というのが都心

か」と話がまとまり、2009年５月、

で開業してみての感想。コーラルク

コーラルクリニックを開いた。

リニックは在宅患者の地域での主治

訪問診療専門の診療所で、順天堂大

ネットワーク化と神経内科に特化した在宅医療で
難病患者と家族の生活を支える

母校の順天堂大学医学部附属医院

と、2人の意見が一致。
「ならばそれ

同クリニックは神経難病患者への

P
T

老人デイケアの導入を機に
1992年から在宅医療に取り組む

2004年１月には在宅の難病患者とその家族の支援を目的にNPO法人静岡難病ケア市民
ネットワークを設立。ALS患者によるハンドベル演奏活動（左上）
、難病患者ボーリング大
会（右上）
、難病患者のマラソン大会出場支援（左下）
、夕日を見る旅（右下）などさまざま
なイベントを開催。患者はこうした活動を通し、療養生活では得難い高揚感を味わう

大学病院と一体化した
訪問専門の神経内科クリニック
を開設
石垣氏が在宅医療を始めたとき、
週末も含めて外来を手伝ってくれた

を行うのが難しくなる中で、
「診断や
初期治療のガイドラインはできてい
るが終末期のマニュアルはない。こ
れからは専門知識や技術を活かし、
大学病院に準じた質の高い在宅医療
を提供していくべきなのではないか」

学医学部附属医院からピッチ（PHS）

医として、多様な施設と患者をつな
ぐ窓口機能も果たしている。
「患者さんと信頼関係で結ばれた

の電波が届く範囲にある。こうして大

私たち在宅医が大学病院と協働する

学病院と一体化した専門性の高い在

ことで、亡くなった後、剖検につな

宅医療がスタート。従来から続く大学

げやすいのも利点です。まだまだ未

病院での石垣氏の外来は現在、
「在宅

解明部分の多い神経難病について

支援外来」と位置づけられ、大学と地

は、検体を用いたさらなる研究が不

域をつなぐ重要な役割を担っている。

可欠なのです」と力説する。

「医師が行くだけなら単なる訪問。
地域との関係性のなかで患者さんを
多面的に支えてこそ在宅医療です」
と語る石垣氏は、そうした地域医療
の一環として、大学病院の専門性を
活かすことを目指している。

難病患者や関係者が一息つける場所として「難病
カフェ ソワニエ」
（静岡市）も運営。ソワニエの語
源は「お大事に」を意味するフランス語

独居の神経難病患者にも
自宅で穏やかな最期を
迎えてほしい

訪問診療用の車にはクリニックの
名前と相談電話番号が入っている。
石垣氏は運転はせず、移動しなが
ら書類の作成作業などを行う

コーラルクリニックは都心のビルの１階。スタッ
フは医師が常勤３名、非常勤６名、看護師が常
勤４名、事務職が２名。ほかに非常勤で
２
（研修中）
１名がおり充実
１名、
名、
している

1982年3月、順天堂大学医学部を卒業し、同年6月、
脳神経内科に入局。1990年5月、城西神経内科クリニ
ックを開業。1996年3月、医療法人社団泰平会を設立
し理事長に就任。2009年5月、コーラルクリニック開
院。現在は法人理事長とコーラルクリニック院長を兼
任している。順天堂大学医学部附属順天堂医院での外
来診療も担当。近隣の老年内科、消化器科、緩和ケア
科などの専門クリニックと「御茶ノ水ドクターズネット
ワーク」を組織。N P O法人静岡難病ケア市民ネットワ
ーク理事長、日本在宅医学会副代表理事なども務める。

ばご自宅での看取りは難しい症例で
したが、私たちはとにかくその思い
を受け止め、大学病院と当院の医師、

石垣氏は今後の展望として、独居

２つの訪問看護ステーションの看護

の神経難病患者の在宅医療を挙げ、

師、緩和ケアに強い薬剤師、ケアマ

コーラルクリニックの訪問相手は

「これまでかかわった患者さんを参考

ネジャー、介護職などが一体となっ

ほぼ100％神経難病患者。訪問範囲

に、穏やかな看取りに向けてソフト

て支えきり、穏やかな最期を迎えて

は半径10km以内が目安で、現在の

ランディングさせていくためのガイ

いただけました。ご本人の気持ちと

患者数は130名ほどだ。年間の看取

ドラインを示したい」と話す。

環境さえ整えば、まだまだ在宅医療

り数は10〜15名である。

こう思うようになったのは、１年

の可能性は広がると実感できました」

「患者さんも家族も、空間的、時間

ほど前、独り暮らしの女性ALS患者

近年、
“多死社会”
“看取り難民”と

的にあまり余裕のない暮らしをして

を自宅で看取ったのがきっかけだ。

いった言葉をしばしば耳にするが、

いる方が多く、身近な入居系施設は

「その患者さんは離婚経験があり、

石垣氏は「不必要に不安を煽るので

意外に貧弱。訪問系サービスは数こ

お子さんが海外で暮らしていた。だ

はなく、大丈夫というメッセージを

そ多いが、24時間365日体制が維持

から自分が家を守るという意志が人

贈りたい」と語る。そのための環境

しにくい。患者さんは疾患ごとに違

一倍強かったのです。常識で考えれ

整備にいま全力で取り組んでいる。
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の
今回 マ
テー

医療従事者、介護従事者のための

図 医師事務作業補助体制加算1 の効果⑤（医師事務作業補助体制加算1 届出施設）
外来での患者の待ち時間が減少した

2 0 16 年 度
診 療 報 酬 改 定に向 けて

診療・介護報酬

2016（平成28）年度診療報酬改定に向けて、中央社会保険医療協議会（中医協）は、種々の調査によって基礎的なデ

0％
全体
（n=142） 7.0％

写真1 中医協・総会（6月24日）

ンス（根拠）となるデータが必要なのです。これから今年11月にかけて、各種の調査結果、データが出そろうと、次の

中医協に２つの調査専門の組織
（１）
「調査実施小委員会」
中医協では、調査を専門とする組織が２
つあります（表１）
。
その１つが、調査実施小委員会で、医

27.5％

22.0％

24.1％

22.0％

27.6％

12.5％ 0.0％

14.0％

4.0％

17.2％

3.4％

出典：中央社会保険医療協議会（中医協）資料

療加算）の影響、大病院の紹介率・逆紹介

ができた、⑤外来での患者の待ち時間が減

大学大学院法学政治学研究科教授が会長

率や長期処方の状況等を調査・検証し、外

少した―といった質問をしています。

に選出されました。田辺・中医協会長は、

来医療の機能分化・連携の推進について引

その結果、上記①から④については「あ

公益委員としての任期を4年以上残してい

調査することになります。調査の回答期限

き続き検討すること」
です。その中で
「調査・

てはまる」と「どちらかといえばあてはまる」

るため、次期（2016年度）診療報酬改定だ

療報酬改定に際して極めて重要な資料と

は2015年6月末であり、今後、その回答

検証し」とされている事項については、ほ

という回答で全体の半分前後を占めるな

けでなく、介護報酬と同時改定となる次々

なるので、中医協では医療経済実態調査

に関して照会なども行いつつ集計し、速報

ぼすべて診療報酬改定結果検証部会が調

ど、当然ではあるものの一定の効果が認め

期（2018年度）改定においても会長を務め

だけを担当する調査実施小委員会という

として11月初め頃に中医協に報告される

査の対象とします。

られています。また、
「外来での患者の待ち

ている可能性が十分にあります（写真1）
。

組織があるほどです。

見込みです。

2015（平成27）年3月末までに終了する直

拡大する傾向が見られたり、黒字の病院や

調査の名称
医療経済実態調査
2014年度で6項目の調査
2015年度で6項目の調査

速報

中医協での担当組織

11月頃

調査実施小委員会

報告済み
診療報酬改定結果検証部会
11月頃

【2014年度調査】
（調査結果の速報は報告済み）

【2015年度調査】
（調査結果の速報は2015年11月頃の見込み）

（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

（７）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
（８）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
（９）訪問歯科診療の評価及び実態等に関する
調査
（10）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
（11）胃瘻の造設等の実施状況調査
（12）明細書の無料発行の実施状況調査

注1：中医協の診療報酬改定結果検証部会が担当 注2：2014年度に6項目、2015年度に6項目の調査を実施

時間が減少した」
（上記⑤）という質問にお

また、衆参両院の同意を経て、荒井耕・

査でも、さまざまな内容について調査を行

いても、
「あてはまる」と「どちらかといえば

一橋大学大学院商学研究科教授が新たに

います。

あてはまる」の回答が30％以上を占め、外

公益委員に就任しました。

来患者の観点からも医師事務作業補助者

このように、2016年度診療報酬改定に

の効果や意義が認識されるようになったの

向けて、中医協の体制も整ってきています。

払側委員（1号委員）は診療報酬の引き上げ
は必要ない、と判断します。その逆の傾向

2014年度診療報酬改定で、医師事務作

このように、診療報酬改定結果検証部

ど幹部クラスを含む大きな人事異動がある

が見られれば、診療側委員（2号委員）は診

業補助者の業務を行う場所について80％

会による調査は、非常に多くの事項につい

のですが、改定を翌年に控えた中医協担

療報酬の引き上げを強く主張します。

以上を病棟または外来とするなど、その配

て質問がなされており、その速報が出たら

当の幹部・職員については人事異動はほと

置による効果を勘案・評価する形で医師事

全体に目を通しておくことが望まれます。

んど行わないのが慣例となっています。

注：2015（平成27）年7月5日現在

表2 中医協による、2014年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（12項目）

そのため、1項目として括られている調

医師事務作業補助者についても
詳細な調査

診療所の割合が増える傾向にあるなら、支

表1 中医協が実施する主な調査
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10.3％

13.0％ 0.0％

報酬改定の前の年に実施しています。診

を対象に、それらの経営の実態を明らかに

（６）後発医薬品の使用促進策の影響及び実施
状況調査（毎年度調査、2015年度も実施）

32.0％

2.1％

近2事業年（度）となっています。具体的に

医療経済実態調査の結果として、病院

（５）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

30.0％

14.1％

は、2013年度・2014年度の経営の状況を

や診療所の損益差額（いわゆる黒字幅）が

（４）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

43.5％

100％

目的として、原則として2年に1回、診療

今回の医療経済実態調査は第20回にあ

（３）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

400 床以上 17.2％
（n=29）

28.2％

17.4％

27.5％

80％

し、診療報酬改定の基礎資料とすることを

たり、 経営についての調査対象時期は

（２）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

23.9％

写真2 社会保障審議会介護給付費分科会（6月25日）

療経済実態調査を担当しています。同調

診療報酬改定の効果・影響などの
データを得るための複数の調査

21.7％

60％

■ あてはまる
■ どちらかといえばあてはまる
■ どちらかといえばあてはまらない ■ あてはまらない
■ わからない
■ 無回答

査は、無作為抽出した病院や診療所など

調査の目的
次期改定に向けて経営面の
基礎的データを得るための調査

40％

24.6％

200～399 床 6.0％
（ｎ=50）

（医療ジャーナリスト 牧 潤二）

次期診療報酬改定に向けた調査・分析が進む
１.次期診療報酬改定に向けての動き

4.3％

100～199 床 2.5％
（ｎ=40）

ータ収集を続けています。中医協において支払側、診療側それぞれが納得する診療報酬改定を行うには、まさにエビデ
診療報酬改定の大枠と方向も見えてきます。

99 床以下
（n=23）

20％

（２）
「診療報酬改定結果検証部会」

です（図）
。

務作業補助体制加算1が新設されました。

もう１つ、調査のための組織として、診

今年（2015年）4月22日に中医協・総会で

なお、厚生労働省では通常、7月に局長な

改定に向け
中医協の体制も整う

療報酬改定結果検証部会があります。同

速報として結果が報告された「夜間の看護

部会では、2014～2015年度において、

要員配置の評価や月平均夜勤時間72時間

中央社会保険医療協議会（中医協）の委

12項目の調査・分析を行います。また、そ

要件を満たさない場合の緩和措置による

員の任期は、1期が2年で、再任は2回まで、

れらを次期診療報酬改定に活用するため

影響及びチーム医療の推進等を含む医療

つまり最長6年までとされています。また、

２.次期介護報酬改定に向けての動き
介護報酬の次期改定は
診療報酬と同時改定
次に、介護報酬に関する動きも見ておき

に、遅くとも診療報酬改定の前年11月頃

従事者の負担軽減措置の実施状況調査」で

中医協の委員（1号、2号、公益）について

ましょう。社会保障審議会介護給付費分

までに速報の形で、中医協・総会で報告さ

は、その医師事務作業補助体制加算1につ

は厚生労働大臣が任命しますが、うち公

科会（分科会長＝田中滋・慶応義塾大学名

れます（表2）
。

いても、次のように詳細な調査がなされて

益委員については国会（衆議院、参議院）

誉教授）は6月25日、第123回分科会を開

います。

の同意が必要です。まさに、公益委員に

き、次期（2018年度）改定に向けて、介護

ついては、その公益性が強く求められてい

報酬でのサービスの質の評価のあり方、地

るのです。

域区分のあり方など、主要な論点について

それらの調査を実施する主要な根拠と
なるのが、中医協が診療報酬改定につい

医師事務作業補助体制加算1の効果につ

て答申をする際の附帯意見です。2014年

いて、その届出施設を対象に、①外来への

度改定における中医協の附帯意見は15項

医師事務作業補助者を増員することができ

目からなり、その第1項目は「初再診料、

た、②病棟への医師事務作業補助者を増

それまで中医協の会長と公益委員を務め

介護報酬の次期改定は診療報酬と同時

時間外対応加算等について、歯科を含め

員することができた、③外来担当医師の事

てきた森田朗氏が6年間の任期を満了・退

改定になります。今後の社会保障審議会

て、引き続き検討すること。また、主治医

務負担を軽減することができた、④医師の

任したため、1号委員および2号委員の推

介護給付費分科会の議論は極めて大きな

機能の評価（地域包括診療料・地域包括診

病棟業務における事務負担を軽減すること

薦に基づいて、公益委員の田辺国昭・東京

意味を持つといえます。

今年6月24日に開催された中医協で、

議論を始めました。
（写真2）
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まんが：アートラクト

その ❼
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。

K.I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78）より

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

0120-02-8107

「ソラスト茨木駅前」は、大阪府のベッドタウンである茨木市にあるグループ
ホームだ。18名の入居者の暮らしを22名のスタッフが交替で支援している。
スタッフが常に心掛けているのは、入居者一人ひとりの暮らしを尊重し、ア
6月のお誕生会。
ボランティアのギター演奏で
歌をうたって楽しいひと時を過ごす

ットホームな環境づくりを目指すこと。ソラスト関西地区第１号のグループ
ホームとしても注目されている。
ＪＲ茨木駅、阪急茨木市駅に近く
家族も訪れやすい好立地の
｢グループホーム ソラスト茨木駅前｣

グループホーム
ソラスト茨木駅前
（大阪府茨木市）
管理者の倉田昭代さん（前列右）とスタッフの皆さん

明るく家庭的で、
入居者一人ひとりがのびのび自由に
暮らせるグループホームを目指す
ソラスト関西地区で
初めてのグループホーム
最寄り駅のJR茨木駅、阪急茨木市駅
へは新大阪駅や梅田駅から電車で10～

月
:2 0 0 6年 2
継承）
●開 設
ストが事業
ラ
ソ
月
9
-2 3
（2 014年
-9
木市駅前1
:大阪府茨
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900
7 2 -6 31-3
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-3 9 01
1
3
-6
2
7
● F A X:0
プホーム
ス:グルー
）
● サービ
同生活介護
共
型
応
（認知症対

「ソラスト茨木駅前」は昨年９月に事

院からの紹介である。年齢は66歳から

業譲渡され、ソラストに仲間入りした新

92歳。要介護度は１～５だが、平均す

しい事業所である。ただし、譲り受ける

ると限りなく４に近い。全介助の人もい

までの年月を合わせると、グループホー

る。男女の内訳は男性１名、女性17名だ。

ムとしては今年10年目を迎える。

これに対し、スタッフは管理者、計画作

20分と交通の便もよく、入居者の家族が

経営主体は変わったが、入居者もスタ

訪れやすいことも施設の特長のひとつに

ッフの顔ぶれもサービス内容もそのまま

管理者の倉田昭代さんは介護福祉士で

自然に受け継いでいる。ソラスト関西地

もあり、前身のグループホームでは開設

商店街、公園も徒歩圏内にある。

区では、初めてのグループホームという

の翌年から介護スタッフとして携わって

こともあり、今後のサービス内容や運営

きたベテランだ。

ある３階建て。１階はスタッフの更衣室
や会議室、隣家との間には野菜畑も設け
られている。２～３階には入居者の個室
があり、フロアごとにキッチン付きのリ
ビングルーム、バスルーム、トイレ、事
務室などが設置されている。現在の入居
者数は18名｡ すでに定員だ。
入居者
の声
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方法が注目されている施設でもある。

「２階と３階のフロアで、９人ずつ２つ
のユニットに分けていますが、要介護度

要介護度よりも、

別に分けることはしていません」という倉

入居者それぞれの

田さん。ここでは入居者３人に対してス

生活歴・性格を大切にする

タッフ１人が見守りをしているが、より

入居者のほとんどは、茨木市内の地域

快適な生活を送ってもらうためには、要

包括支援センターやケアマネジャー、病

介護度のランクよりも一人ひとりの生活

入居して１年になります。それまでは一人暮らしだったのでとても不安

入居者
の声

この施設のいいところは、自分らしく暮らせること。

でしたが、いまは毎日、安心して暮らせるのがなによりうれしいです。ス

食事やおやつの後はリビングで話をしていてもいい

タッフの方も皆さん親切だから、住み心地はいいですよ。若い時はスポーツ

し、自分の部屋で昼寝をしたり折り紙など好きなことを

やハイキングなどが趣味でした。それから、朝比奈隆先生（大阪フィルハーモ

してもいい。私は本が好きだから月に１度はスタッフの

ニー交響楽団音楽総監督）にコーラスも教えていただいて

人といっしょに地域の図書館に行きます。借りるのは歴

いました。だから、誕生会やクリスマスなどで歌をうたうの

史の本が多いですね。みんなで育てている野菜に水をや

は楽しいですね。10時のティータイムには週刊誌などで話

ったり、草取りもします。この間は採りたてのキュウリで

題になっていることをみんなで話したりします。話し相手が

キュウリもみを作りました。
「おいしい」って言われると、

いるのはいいものですね。

また作ろうという気になります。

畑中 十三子さん（89歳）

入居者の個室のドアには
スタッフがフェルトで
作った似顔絵が

対面キッチンカウンターで
お茶の用意をするスタッフ

成担当者、介護職員、事務員など計22名。

なっている。
駅にも近く、
市役所や図書館、
施設はバス通りを少し入ったところに

食事作りを
手伝う入居者

Ｔさん（66歳）

歴や性格を考慮することが重要だという。
これは、長年の経験から得た考えだ。

ためには、入居者の家族との関係づくり
も重要なポイントになる。

倉田さんは、家族とスタッフが良い関
係を築くために、バス旅行や誕生会、ク

そのためにはスタッフのこまやかな対応

２か月に１度開かれる運営推進会議に

リスマス会などのイベント時だけでな

が必要になるが、入居者同士がいたわり

は、管理者の倉田さん、スタッフの計画

く、日常的に施設に足を運んでもらうよ

あったり教え合ったり、良い効果も期待

作成担当者、民生委員、地域包括支援セ

う働きかけている。入居者の普段の暮ら

できる。たとえば、自分の部屋の掃除を

ンターの職員、ソラスト関西介護ブロッ

しぶりやスタッフの対応を見てほしいか

終えた入居者の一人が廊下やリビングル

クの担当者などに加え、必ず入居者の家

らだ。さらに、入居者の心身の状態を正

ームのモップ掛けを始めると、他の人も

族３～４名に出席してもらう。率直な意

しく把握し、より良い支援を行うために、

手伝い始める。率先して洗濯物をたたん

見や要望を聞くためだ。ちなみに、前回

介護職員だけでなく管理者や計画作成担

だり、手づくり昼食の作り手を引き受け

の会議では「スタッフのエプロン姿が家

当者も夜勤や入浴介助を定期的に担当す

てくれる人がいると、他の人もそれに続

庭的で、安心感を与える」
「自宅で使って

ることにしている。

くという。

いた家具が持ち込めるので、母が落ち着

「ソラストに仲間入りして、まもなくマル

いて暮らせる」などの好意的な意見が多

１年。これまで順調にきていますが、グル

く出された。

ープの他の施設はどんな雰囲気で、どん

これは、残っている機能をできるだけ
使ってほしいという施設の方針にも沿っ
たもので、入居者の家族にも好評だ。

キーワードは「アットホーム」
入居者の家族との関係も重要視

「運営のキーワードに『アットホーム』

な支援を行っているのかも知って、グル

を掲げていますが、入居者の方々は家族

ープの一員として、今後も入居者の方々

であって家族でない。ですから、ご家族

がより気持ちよく過ごせる明るく温かい

の意向を知るためにもご家族とスタッフ

施設を目指したい」
と、意欲的な倉田さん。

「ソラスト茨木駅前」のスタッフ心得

の間に壁を作らないように心掛けていま

「ソラスト茨木駅前」は、これからが本

は、
「利用者の尊厳を守りつつ、一人ひと

す。また“なあなあ”になりすぎず、緊張

番。今後どのように展開していくのか、

りに合った環境づくりを目指す」
。その

感を持つことも大事ですね」
。

多くの関係者が期待している。
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介護付有料老人ホーム

ケアマネ

さん

努力次第で第一線の現場で起用してくれ
ますし、また、ケアマネ以外の介護職につ

酒井

いても勉強できると思い転職しました。

けがでリハビリの先生などと接し

たことがきっかけです。舞台の大道具の仕

― ケアプラン作成ではどのようなこと
に気を使われますか。
酒井

のですが、大勢の人が支えてくれました。

のためのもの、ということを改めて感じて

それで、今度は支える側になりたいと、特

います。僕らケアマネは利用者さんに直接、

養で介護の仕事を始めました。

何かして差し上げるわけではありません。

― 舞台の大道具と介護では、仕事の内

在宅ヘルパーや訪問看護師、デイサービス

容がまったく異なりますね。

や福祉用具のスタッフ、医師などがチーム

この仕事は奥が深くて広い︒
自分の中で︑やりがいを
見つけられるのが魅力です

事で張り物が倒れてきて、頸椎を傷め、左
半身が麻痺。歩くこともままならなかった

ケアプランはあくまでも利用者さん

を組んで、初めてその人の暮らしを支援す
ることができるわけです。ですから、その
人にあった、その人らしいケアプランをつ
くるためには、その人の暮らしを知り、も

ソラストは…

入居一時金・敷金

っとも適した事業者を選択しなくてはなり
ません。
サービスを使えなくなる人もいるとか…。
サービス料の負担が大きくなる方

もいます。けれど、
「制度が変わったから

（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。

このサービスは使えません」とは言えませ
ん。別の手立てを考えるのもケアマネの仕

医療行為をご必要とされる方はご相談下さい。

事。より良いサービスを提供するには、事
業者間の横のつながりも重要です。僕のも
とには利用者さんやご家族、そしてスタッ
フからさまざまな声が届く。それを各事業

「あなたの自宅」に近い環境をご提供いたします。

者につなげるのも僕の大事な役割です。
介護付有料老人ホーム

― ケアマネになられて２年目ですが、改

酒井 広樹さん

● 株式会社ソラスト 居宅介護支援事業所「ソラスト東府中」管理者

酒井 やりがいを語るには、まだ日が浅い
ですね。でも、この仕事は奥が深くて広い。

ない歯痒い経験をしたおかげで、利用者

を見つけることもできます。また、人の最
期に触れることが多い仕事でもあります。

だから、今も一人ひとりのお話をじっくり

実は先日、利用者の方が亡くなられまし

方”
。そういう意味では共通しているかも

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

ソラスト

ソラスト

完全個室 全 24 室

高石

た。最初は介護拒否などもあり、ご飯も食
べてくれませんでした。それがだんだん僕
の顔を覚えてくれて、亡くなる時には「あ

― ソラストへはケアマネとして入社さ

らく思う人もいるでしょうが、僕はいい経

れたのですか。

験をさせていただいたと感じています。自

酒井

前職の特養でケアマネを目指した

分の中で、それぞれのやりがいを見つけら

のは、いわゆるスキルアップですが、介護

れるのが、介護という仕事です。それを

の世界をもっと知りたいという気持ちもあ

見つけるために、これからもがんばりたい

りました。立場が変われば、見えるものも

ですね。右往左往、試行錯誤の連続にな

支援の仕方も変わってきます。ソラストは、

るかもしれませんが……。

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

越谷駅西口

バス停
高井北
ヤマダ電機

ソラスト大宮東

完全個室 全 54 室

鶴見緑地

赤山第二
保育所

TOTO大宮
ショールーム
こども写真城
スタジオ
アリス大宮店

城北
信金

ドラッグ
セイムス

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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線

葛の葉町北

鶴見緑地駅

地

緑
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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

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

りがとう」と言ってくれました。これをつ

バス停
導守
大宮駅

駅

の方たちの気持ちが少しは理解できます。

ケアマネですが、大道具もケアマネも“裏

完全個室 全 55 室

サービス付き高齢者向け住宅

よって支援方法は千差万別。つまり、正
解は１つではないのです。そこにやりがい

うかがうことを心掛けています。今の僕は

ソラスト

住宅型有料老人ホーム

もちろん基礎知識は必要ですが、相手に

酒井 そうですね。でも、体が自由になら

知れません（笑）
。
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めてこの仕事のやりがいは？

越谷

新潟県生まれ。東京・歌舞伎座で
大道具を担当していたが、30代
初め、仕事中の事故により頸椎損
傷。故郷の新潟で10年あまり特別
養護老人ホームに勤務。2014年、
介護支援専門員の資格を取得。同
年４月、ケアマネジャーとして株
式会社ソラストに入社、現在に至
る。趣味はサーフィン。家族は妻、
小学６年生と年長の娘。

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。

― 今回の介護保険制度改正でこれまでの
酒井

入居者募集中

道
国
和
阪
二
第

こんにちは！

― 男性が少ない業界ですが、なぜ介護
の仕事に就かれたのですか。

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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