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重 要 な 役 割 を 担 う﹁ 医 療 ﹂

地域包括ケアシステム構築のために
ー

に病棟看護師と訪問看護師は世界が違います︒

2

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるように、

「住まい」
「医療」
「介護」
「予防」
「生活支援」
の一体的提供を目指す
「地域包括
ケアシステム」
。当初は介護分野がリードし、その後、医療分野の役割が

認識され、医療と介護の連携の重要性が指摘されるようになっている。こ

こでは、医療側からみた
「地域包括ケアシステム」
にスポットを当て、取り
組みの現状を検証してみる。

ソラスト インタビュー

4

地域包括ケアシステムの構築は
「街づくり」と「サッカー型のスキルミクス」で

武藤 正樹

氏

ソラスト リポート

8

医療･介護複合体として
地域の社会資源と連携しながら進める
街づくり、人づくり、想い出づくり
● 医療法人社団 永生会
（東京都 八王子市）
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地域包括ケアシステムと医療

ドキュメント在宅医
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大野 京子

これだけは知っておきたい
診療･介護報酬
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医療経済実態調査

ソラちゃんの
ほのぼの介護
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心も身体もポカポカ散歩
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駅ビル内の恵まれた立地。
経験豊かなベテラン職員が
チームワークと笑顔で園児を見守る

てもらいたい。
（「ソラスト施設訪問記」佐川 泉さん、P21）

P
22

そ

（「ドキュメント 在宅医」大野 京子氏、P15 ）

地域包括ケアシステム
構築のために ー重要な役割を担う「医療」

“子

︶

私の大事な役割だと思っています。

特集

育てホットステーション”
みたいな相談窓口が開け
ればと考えています。いつでも相
談に乗ってもらえるところがある、
ということを地域の方たちに知っ

︵﹁こんにちは！ ケアマネさん﹂西海 浩代さん︑

私

C O N T E N T S

国際医療福祉大学大学院 教授

の方 らしい生 活 を 取 り 戻 されたり︑ お 元 気
になられて介護保険のサービスが必要なくな
ったときは本 当に嬉しいですね︒でもいつも︑これ
でよかったのか︑もっと何かできたのではないかと︑
試行錯誤の繰り返し︑ 反省ばかりしています︒

者さんやご利用者さんとコミュニケーションをとる中

で必要なことに気づかされ︑事業を整備してきました︒

（先天性疾患の患者に対して）
が伺うのは月に１～２回。診察や医療器具の確認を
行うほか、親御さんの思いに耳を傾け、励ますのも

永生会では︵中略︶在宅移行をとても重視してい

患

そうした当会の活動が国の制度の変遷にうまくマッチした︑

というのが正直なところ︒ それが結果的に地域包括ケアの

︵﹁ソラスト リポート﹂田野倉 浩治氏︑ ８〜９︶

実践につながったのだと思っています︒

P

言葉から

特

今 号 の

ますので︑ 私たち看護統括部では︑ まずは病棟看護師

（「ソラスト インタビュー」武藤 正樹氏、P５）

全員が訪問看護ステーションで研修を行い︑ 在宅患者

︶

P
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さんの生活︑ それを支える訪問看護師の仕事の仕方︑

考え方を︑ 体験を通して理解することに努めています︒

︵﹁ソラスト リポート﹂宮越 正子氏︑

従

来型のチーム医療は、ポジションが決まっ
ているので「野球型」。次世代型のチーム医
療は、足元に来たボールは誰でも蹴ることができる
「サッカー型」と例えることができます。つまり、こ
れからの連携・チーム医療は「サッカー型」で、ス
キルミクスによって互いの権限をある程度委譲す
ることが大切になるのです。
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ソラスト インタビュー

─この人に聞きたい
地域包括ケアシステム構築のために
ー 重要な役割を担う「医療」
武藤氏が構成員を務める

2014（平成 26）年の通常国会で成立した「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

療養病床の在り方等に関する検討会

係法律の整備等に関する法律」で初めて地域包括ケアシステムが定義されたことなどから、地域包括ケアシス

（2015年11月27日 写真提供・牧 潤二氏）

テムや地域医療構想の位置づけが明確になるとともに、地域包括ケアシステムにおいて医療が重要な役割を果

ってもらう。そうすることでコンパクトシティ（集約都市）

たすことが認識されてきている。このような状況において、新著『2025 年へのカウントダウン―地域医療構想・
地域包括ケアはこうなる !』
（医学通信社刊）を上梓した国際医療福祉大学大学院教授の武藤正樹氏に、医療側

武藤 正樹

国際医療福祉大学大学院 教授

氏

4

地域包括ケアシステムの構築は
「街づくり」と「サッカー型のスキルミクス」で

からみた地域包括ケアシステムについて語っていただいた。

これからは地域住民を巻き込んだ
体制整備、
「街づくり」が必要です。

化させ、集中的に生活支援をする。そのほうがはるかに効
果的です。これが私の言う「街づくり」なのです。
― 地域包括ケアシステムはおおむね30分以内に必要なサ

―「地域包括ケアシステム」という用語・概念は、いつ

ービスが提供される日常生活圏域、具体的には中学校区を

ごろ誕生したのですか。

単位として想定するといわれています。医療のエリアは、一

武藤 広島県尾道市（旧・御調町）の公立みつぎ総合病院が、

番小さい単位でも１次医療圏、市町村の広さですが、地域

昭和50年代（1975～）の初め頃から、地域包括ケアシステ

包括ケアシステムと地理的な整合性はとれるのでしょうか。

ムの原点ともいえる取り組みを始めました。その中心とな

武藤 これからは、看取りも行う成熟した在宅医療が求め

ったのが山口昇先生（現：名誉院長・特別顧問）です。外科

られます。現実的には、看取りのためにかかりつけ医が駆

が専門だったのですが、お年寄りを診療しても、退院して

けつけるのはやはり30分以内ですね。この「30分圏内」と

家に帰ると寝たきりになってしまう人が多く、医療だけで

いうのが重要になってきます。ただし、徒歩ではなく、車

は限界がある、医療から介護までトータルでみていかなけ

で30分ですからエリアは広いです。

ればならない、と考えたのです。公立みつぎ総合病院は当

― 今、2016（平成28）年度診療報酬改定に向けて、中央

初、国保病院だったのですが、そこに御調町の保健福祉部

社会保険医療協議会（中医協）で在宅医療専門の診療所の制

門を併設し、組織的に統合して、地域住民を包括的にみる

度化も議論されていますが、看取りについて何か動きはある

ようにしていったのです。この取り組みが、いわゆる地域

のですか。

包括ケアシステムの原点といえるでしょう。

武藤 現在の在宅療養支援診療所（在支診）は看取りをして

― それ以後、地域包括ケアシステムはどのように推進

いるところ、看取りをしていないところというように、二

されてきたのですか。

極分化になっています。両方を同じように評価するのは不

武藤 厚生労働省のレベルでみると、2008（平成20）年度

公平なので格差を付けよう、という議論がなされています。

老人保健健康増進等事業として「地域包括ケア研究会」が
報告書をまとめ、地域包括ケアシステムの定義などを行い
ました。それにより、全国的に地域包括ケアシステムの概
念が形成されました。また、市町村が取り組む地域支援事

多職種連携は
「野球型」
の
チーム医療でなく
「サッカー型」
のスキルミクスが望ましい

業の一環として、在宅医療・介護連携推進事業が新たに始
まり、地域包括ケアシステムの構築が推進されています。

― 先生は、地域包括ケアシステムの構築には多職種の連携

― 先生は、地域包括ケアシステムは「街づくり」の一環

が最も大事で、その連携は「野球型」ではなく
「サッカー型」が

として理解することが必要と提言されています。どのよう

望ましいと主張されています。これはどういうことでしょうか。

なイメージで捉えればいいですか。

武藤 従来型のチーム医療は、ポジションが決まっている

武藤 これから起こることを、具体的に考える必要があり

ので「野球型」
。次世代型のチーム医療は、足元に来たボー

ます。まず、高齢者が激増するので、認知症、看取りとい

ルは誰でも蹴ることができる「サッカー型」と例えることが

った問題に対応するため、地域住民を巻き込んで体制整備

できます。つまり、これからの連携・チーム医療は「サッカ

を行うことが求められます。それが、まさに「街づくり」に

ー型」で、スキルミクス（Skill Mix） によって互いの権限

なるのです。例えば、山間部の孤立した集落で除雪車に何

をある程度委譲することが大切になるのです。例えば、特

千万円もの予算を使うより、高齢化した住民には「街」に移

定行為に係る看護師の研修制度を修了した看護師は、医師

※注
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1974年、新潟大学医学部卒業、1978年、新潟大学大学院医科研究
科修了、医学博士。国立横浜病院に外科医師として勤務。同病院在
籍中1986年～1988年、ニューヨーク州立大学家庭医療学科に留学。
1988年、厚生省関東信越地方医務局指導課長、1990年、国立療養所
村松病院副院長、1994年、国立医療・病院管理研究所医療政策研究部
長、1995年、国立長野病院副院長、2006年、国際医療福祉大学三田
病院副院長、国際医療福祉総合研究所長、2009年より現職。所属学
会は、日本医療マネジメント学会副理事長、日本ジェネリック研究会
代表理事、日本外科学会会員。公職として、中央社会保険医療協議会（中
医協）診療報酬調査専門組織「入院医療等の調査・評価分科会」会長、厚
生労働省「医療計画の見直し等に関する検討会」座長、同省「療養病床
の在り方等に関する検討会」構成員、ほか。医療制度・医療マネジメン
トやジェネリック医薬品関係の著書多数。

地域包括ケアシステム構築のために
ー重要な役割を担う「医療」

の包括的な指示の下で、特定行為（後述）ができるようにな

ているが、介護はよくわからない。一方、医療ソーシャル

ります。それと同じように、薬剤師についても、医師が事

ワーカー（MSW）は介護・福祉はよくわかっているが、医

前に取り決めたプロトコール（治療計画）の範囲内で、権限

療はよくわからない、といった現状があります。ですから、

委譲をすればよい。これからの地域包括ケアシステムの時

医療と介護・福祉の両方を複眼的にみることのできる人材

代では、あらゆる職種が“領海侵犯”をしなければ、やって

の育成が必要です。日本医療マネジメント学会で、医療福

いけないのではないかと思います。

祉分野の連携・調整のエキスパートとして医療福祉連携士

― 多職種の連携において、在宅医、看護師、調剤薬局・

の養成と認定試験を行っているので、こういう制度も活用

薬剤師、管理栄養士・栄養士、事務職それぞれの現状での

してほしいと思います。

方が見えてきます。具体例からスタートし、そこから現実

て運営することができます。運営が可能になれば、地域

役割を教えてください。

― そのほかでは、どのような職種に注目されていますか。

的な課題を抽出しながら構築していくことが重要です。

包括ケアシステムに欠かせない、医療と介護・福祉の連携

武藤 まず、在宅医についてですが、午前中は診療、お昼

武藤 リハビリ関係職種ですね。これからは、PT（理学療

休みに少し往診して、また戻るというのでは在宅のニーズ

法士）はもちろんのこと、OT（作業療法士）
、ST（言語聴覚

には応えられません。神奈川県にあるS診療所（機能強化

士）の役割が注目されます。例えば、2015（平成27）年度介

型在支診）では、3人の常勤医と20人の非常勤医、4人の看

護報酬改定で生活行為向上リハビリテーション実施加算が

護師、それにドライバー3～4人で、2,600カ所の在宅医療

新設されたように、これからは単なる身体リハビリテーシ

を行っています。それくらいの規模でやらないと、これか

ョンだけでなく、社会参加型のリハビリテーションが重要

― 地域包括ケアシステムと車の両輪といわれる「効率的

た。今は地域医療構想の助走期間ともいえるのですが、

らの在宅の需要には対応できません。

になります。

かつ質の高い医療提供体制」
（地域医療構想等）について、

あと2年で各都道府県はきちんとした地域医療構想を策定

その概要を教えてください。

しなければいけません。まさに、それが2018年度からの

武藤 地域医療構想は、病床機能が高度急性期、急性期、

第7次医療計画につながっていくわけです。また、地域医

回復期、慢性期に4区分されていますが、慢性期には療養

療構想では病床機能について、高度急性期・急性期・回復

病床と在宅の問題が付随しています。地域包括ケアシステ

期・慢性期というように4つの区分があるわけですが、そ

ムにおいては医療が欠かせませんから、地域医療構想と地

れぞれについてもう少し厳密に定義し、それに合った指

看護師については、改正された保健師助産師看護師法に

地域包括ケアは概念からではなく
身近で現実に
問題になっていることから

基づいて、2015（平成27）年10月1日から特定行為に係る看
護師の研修制度が始まりました。今後、研修を修了した看
護師が一定の役割を果たすことになります。訪問看護ステー
ション数が9,000になりましたが、その数をもっと増やして

が今よりスムーズにいきます。

2025年問題の大きな枠組みは
2018年度をもって決まります

― 診療報酬と介護報酬の同時改定になる2018（平成
30）年度改定のポイントを教えてください。
武藤

地域医療構想は本来、2018年度からスタートする

計画だったのですが、それが2014年に前倒しになりまし

大規模化する必要もあります。また、住居型でさまざまなサ

― 先生は、医療と介護の連携は欠かせない最も重要な課

域包括ケアシステムは「車の両輪」であり、お互い、切っ

標を見つけて、例えば入院基本料のあり方など根本の議

ービスが提供できる看護小規模多機能型居宅介護（旧「複合

題と指摘されています。どのようにすればスムーズな連携

ても切れない密接な関係にあるといっていいでしょう。

論をしないといけないと思います。

型サービス」
）などを普及させることも大切な課題です。

が可能になるとお考えですか。その場合、リーダーとして

― 療養病床に関しては、先生は厚生労働省「療養病床の

― そのほかにも、2018年度は第7期介護保険事業計画

ふさわしい職種について教えてください。

在り方等に関する検討会」の構成員を務めていらっしゃい

ほか、さまざまな計画がスタートします。

らには在宅機能が重要になります。かかりつけ薬剤師の問

武藤 医療福祉連携士
（前述）
の育成で行っているように
“相

ますが、介護保険法に基づいて2017（平成29）年度末で

武藤 へき地保健医療計画も第7次医療計画に統合されま

題も注目を集めていますが、薬剤師は今後、地域包括ケア

互乗り入れ”のための教育が必要になります。医療分野の人

廃止が予定されている介護療養病床については、どのよう

す。次々期の看護職員需給見通しは同医療計画と整合性を

システムの中でも重要な役割を担うといわれています。

たちには、介護・福祉の勉強や実体験を通じての教育・研修

な見通しをお持ちでしょうか。

とるため、開始時期が2018年になります。また、第3期の

管理栄養士は、大病院などでは在宅で活躍しているとこ

が必要でしょう。リーダーについては、当事者意識をしっ

武藤

医療費適正化計画も2018年度から始まります。すべてそこ

ろもありますが、診療所等にはあまり在籍していないので、

かりと持って多職種間の連携の調整ができるような職種で

られています。１つは特養型。もう１つは住宅に医療を外

に照準が合わされています。2025年の大きな枠組みは、

例えば調剤薬局などで栄養指導などを行ったら業務範囲も

あればどのような職種でも可能です。もちろん、よく指摘

付けするタイプです。今、我々が主張しているのは、医療

2018年度をもって決まるといっても過言ではないでしょう。

広がるのではないかと思います。都道府県栄養士会が栄養

されるように、ケアマネジャーは重要な調整機能を持って

法人が特養を設置することも認めたらどうかということで

― 本日は、地域包括ケアシステム構築に向けて、さま

ケア・ステーションの設置を推進していますが、そのよう

いますので、リーダーとしてもふさわしい職種といえます。

す。そうなれば、医療療養病床と介護療養病床を併設し

ざまな提言をされているお立場からの貴重なお話をありが

な管理栄養士・栄養士の拠点を調剤薬局に置いたらどうで

― そのほか、地域包括ケアシステムの構築に必要と思わ

ている医療法人の病院が、介護療養病床を特養に転換し

とうございました。

しょうか。在宅の栄養問題は深刻なので、薬剤師や看護師

れるポイントを教えてください。

も栄養アセスメントができ、栄養ケアプランが作れるよう

武藤

になればいいと思います。

は概念から入るとわかりにくいので、認知症、看取りなど身

調剤薬局は、門前薬局から面分業薬局、24時間機能、さ

事務職のうち医事課の職員の多くは、医療はよくわかっ

6

上梓した新刊本を手に

常に言っていることですが、地域包括ケアシステム

近で現実に問題になっていることから入っていくと対応の仕

介護療養病床の移行先として２つのタイプが考え

（※注）スキルミクスは「職種混合」
「多能性」
「多職種協働」などと訳されることがあるが、現在はその概念が広がっている。例えば、医療チームで
の各職種の役割の補完・代替関係を指したり、多職種のチーム内部における職種混合のあり方、職種間の権限委譲・代替、新たな職能の新設などを
指し示す概念となっている。
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特集

地域包括ケアシステム
構築のために ❷

地域の高齢者の搬送に活躍する
南多摩病院の救急車

図表１ 法人連携を活かした地域包括ケア・モデル

永生会の機能の有効活動
南多摩病院

東京都
八王子市

ポ ート
ソ ラ スト リ
医療法人社団

医療 介
･ 護複合体として
地域の社会資源と連携しながら進める
街づくり︑人づくり︑想い出づくり

安藤 高朗
医療法人社団永生会
理事長

2025 年までの構築を目標に、日常生活圏単位で整備が進む「地域包括ケアシステム」
。

地域住民

訪問看護ステーション
めだか

めじろ台、椚田町、
寺田町、館町

十字会ケアステーション
地域
リハビリテーション
支援センター

地域包括
支援センター

老健 イマジン
入所・通所・
（訪問）

図表2 八王子市の日常生活圏

概念はわかりやすく、実現すれば人々の生活の大きな安心につながることは明らかである
ものの、実践となるとさまざまな障壁があり、システム構築が難航している地域が多いの
が現状だ。そんな中、住民のニーズに応えるかたちで緩やかに、地域包括ケアシステムの
基盤を築きつつあるのが東京都八王子市の医療法人社団永生会である。

21床の老人病院からスタート
住民のニーズに応え続けて
現在の医療･介護複合体に
医療と介護を通じた
「街づくり、
人づくり、

のうち片倉地域と寺田地域である。
このように、
現在こそ大きな医療･介護複
合体になっている同会だが、
始まりは1961
年に開設した、
いわゆる老人病院
（21床）

地域連携コーディネーターが所属する
地域連携室主催のケア･カフェ

八王子市 健康福祉部 高齢者支援課／八王子市高齢者計画・第５期介護保険事業計画 概要版
（ 2012年〜2014年度）より

だった。医療ニーズの高まりを受けて300床

想い出づくり」
を自らのミッションとして掲げる

に増床したのは開院からわずか５年後の

遷にうまくマッチした、
というのが正直なとこ

医療法人社団永生会。急性期医療を担う

1966年。1973年には医療法人社団とな

ろ。
それが結果的に地域包括ケアの実践に

「南多摩病院」、
一般病床、
医療保険適用

り、以降、規模・機能ともに拡充を重ね、
グ

つながったのだと思っています」
と語る。

療養病床、精神科病床、回復期リハビリ

ループ施設を増やしながら、
介護サービスに

テーション病棟、
介護保険適用療養病床と

も力を入れてきた。

安藤理事長が最も大事にしてきたのは、

地域連携コーディネーターを
３名配置し密な地域連携を促進
安心できる地域をつくるためには、
一法人

医療と介護が人々の生活のすぐ近くにいつ

だけでなく地域の社会資源が互いに補完し

いまでは対外的な活動の担当者を置く病
院や施設が増え、
こうした地域活動の世話
役は持ち回りで担っているが、
密な連携関係
を構築するうえで同会の果たした役割は非
常に大きい。

多彩な機能を持つ
「永生病院」
をはじめ、
在

「病院から退院した患者さんの受け皿とし

もあること。
「 医療と介護は地域と一体的に

合い、
強みを発揮することが重要だ。永生会

東京都が2006年にスタートした
「高次脳

宅復帰型の介護老人保健施設、
在宅医療

て老健施設をつくり、
老健から在宅に復帰し

存在しています。歩いて行ける距離に医療

では開設当初から、
地域連携を重視し、
その

機能障害支援普及事業」
や、
同じく都がおお

を担うクリニックや訪問看護ステーション、
さ

た方々のために訪問診療や訪問看護を始

と介護があることは、健康な人にとっても安

推進を図るための渉外担当者を配置してい

むね二次保健医療圏ごとに配置しているリハ

らに認知症グループホーム、
居宅介護支援

め、
その方々に必要な介護サービスも充実さ

心感につながるでしょう。暮らしのベースにそ

る。現在は
「地域連携コーディネーター」
と呼

ビリ拠点、
「地域リハビリテーション支援セン

事業所、
地域包括支援センター
（高齢者あ

せて……というように、
ニーズに応えるかたち

うした安心感を確保し、
その他の産業ととも

ばれるこの職種の役割は、
地域の医療機関

ター」
などの委託も受けており、
それらの活動

んしん相談センター）
など幅広い事業を展開

で一つひとつの事業を立ち上げてきました」

に街の活性化を図っていくことが街づくりに

や介護事業所を直接訪問して情報収集・情

を通した連携関係づくりにも力を入れている。

し、地域の医療機関や介護事業所との連

と、
同会の歴史を振り返るのは安藤高朗理

つながります。医療や介護は人対人のサー

報提供を行うこと。
その中で、
合同勉強会の

携を重視しながら、八王子市内、特にJR中

事長だ。

ビスですから人材育成が非常に重要。
そし

企画が持ち上がればまとめ役を買って出た

永生病院事務部長を兼務する、法人本

て、
立派に育った人材が良い仕事をすること

り、
住民向けのイベントを行ったりと、
地域活

部の田野倉浩治副本部長も、
「 患者さんや

で、患者さん、職員の双方に素敵な想い出

動にも力を入れてきた。最近は認知症カフェ

八王子市では、市内の日常生活圏を15

ご利用者さんとコミュニケーションをとる中で

が残ります。
そうした想い出のコラボレーショ

なども主催している。地域連携コーディネー

地域包括ケアシステムで重要な役割を果

に区分し、
それぞれに地域包括支援センター

必要なことに気づかされ、
事業を整備してき

ンこそが真の地域包括ケアだと考えていま

ターは現在３名おり、
理事長直轄の地域連

たす在宅医療については、
それを支える仕組

を設置。永生会が委託を受けているのは、
こ

ました。
そうした当会の活動が国の制度の変

す」
と力説する。

携室に配置されている。

みの一つとして、
病院救急車の活用を推進

央線の南部地域の人々の生活を多方面か
ら支えている。
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田野倉 浩治
医療法人社団永生会
法人本部 副本部長

地域包括支援センター
めじろ・寺田

永生クリニック
スマイル永生

寿限無

永生会

一般病床、医療保険適用療養病床、精神科
病床、回復期リハビリテーション病棟、介護保
険適用療養病床の計628床を擁する永生病院

永生病院

病院救急車による地域高齢者の搬送が
救急医療の適正な運用と
住民の安心感に

9

図表3 病院救急車を使った地域高齢者搬送システム

図表４ 南多摩病院における病院救急車の要請理由

図表5 八王子市における搬送先医療機関

2014年12月1日～2015年9月30日（10カ月間）

地域高齢者
搬送システム
高次機能病院

地域密着型病院

宮越 正子
医療法人社団永生会
永生病院 副看護部長

かかりつけ医による
説明と同意

回復期病院
地域密着型病院

病院救急車は
地域内協力病院に搬送

リビングウィル

二次救急病院

5

■：昼間件数

■慢性期病院・精神科病院等

■：夜間件数

骨折 ………………… 12

脳血管疾患（後遺症）

腰痛症等体動困難 … 11

腹痛・嘔吐 …………… 5

肺炎・COPD ………… 10

カテーテルトラブル等

精神疾患・認知症 …… 9

褥瘡感染 …………… 2

終末期がん ………… 7

腹膜炎 ……………… 2

熱発・尿路感染 ……… 6

蜂窩織炎 …………… 2

200

心疾患 ……………… 6

その他 ……………… 10

100

食思不振 …………… 6

N=97

慢性期病院等の受け入れが大幅にアップ！

4

二次救急病院
救急車保存病院

▲：昼間比較
●：夜間比較

慢性期医療機関の傷病者受入件数と割合
400

49％

51％

2014 年 12 月 1 日～2015 年 9 月 30 日
（9 カ月間）

5.1％

300

0

3.9％
172

233

198

1.8％

1.5％
65

H23

4％
2.6％

3％
2％

63

H22

6％
5％

4.4％

102
H24

1％
0％

横山隆捷：八王子市における急性期医療と慢性期医療の連携
救急医学 38：1047-1052.2014

療養型病院

図表6 南多摩病院における搬送後の転帰

地域の一般病院

地域のケアミックス病院

：病院救急車

■急性期病院

：消防救急車

訪問看護ステーションの
訪問先の現場

2014年12月1日～2015年9月30日（10カ月間）
※搬送後、約1カ月の時点での調査

循環型医療・介護ネットワークを推進

：南多摩病院以外の病院救急車

症例数：97 例

急性期医療を担う南多摩病院
そのまま入院中
23％

している。

い、
身近な病院で対応してもらえるなど、患

が行われている。
４年ほど前に法人内に看

「とりわけ急ぐわけではないが入院したほう

者にとっても医療側にとってもメリットが大き

護統括部、
リハビリ統括部など統括組織を

が安心、
といった状況が在宅高齢者には比

い。2014年12月からの10カ月間で97例

つくり、
同じ職種同士お互いの仕事を理解

較的よく見られます。
その人たちが119番を

が利用
（平均78歳）
。出動先の内訳は病

することで、
グループ内での連携を強化して

利用すると、救急医療の現場に慢性疾患

院51例、
自宅39例、高齢者施設等７例と

いるのもその一環だ。

の高齢者があふれてしまいます。
そうした状

なっている。

自宅
33％

その他施設
8％
永眠
16％

特養・老健
3％
リハ・療養型病院
16％

永生病院看護部の宮越正子副看護部

救急医療機関 等
1％

況を改善しつつ在宅患者さんにも安心して

「急性期を過ぎて維持期、
慢性期に入っ

長によると、看護師は部門によって意識や

いただけるように利用されているのが病院

た患者さんがすぐに在宅に戻れない場合

患者とのかかわり方が大きく違うという。
「特

救急車。東京都の補助事業として葛飾区、

は、永生病院など慢性期病床を持つ病院

に病棟看護師と訪問看護師は世界が違い

の統括看護師が定期的に意見交換をした

合支援室内にコールセンターを開設。
入院や

の届出」の要件を満たせないために現在は

町田市、八王子市がモデル事業に参加し

や老健施設に一時的に入っていただきま

ます。永生会では暮らしに根ざした医療と介

り、
お互いの場での実習を行ったりと、永生

リハビリテーションに関する相談窓口をこの

算 定できていない地 域 包 括ケア病 棟を

ており、八王子市では当会の南多摩病院

す」
と田野倉副本部長。
こうした活動の成

護をテーマにしており、
在宅移行をとても重

会の看護部門全体のレベルを高め、
連携を

コールセンターに集約し、
各施設に振り分ける

2016年に設置する方向で準備中だ。
より

の病院救急車が使われています」
と、
田野

果もあって、
永生会の介護老人保健施設は

視していますので、
私たち看護統括部では、

強化しようとしている。

試みを始めている。総合支援室のスタッフは

多様な患者に対応するため総合医の育成

「在宅強化型老健」の要件である在宅復

まずは病棟看護師全員が訪問看護ステー

看護師１名、
MSW９名、
事務職２名。
コールセ

も視野にいれている。

倉副本部長が説明する。
この活動のベースには、八王子市医師

帰率50％をクリアできている。

ションで研修を行い、
在宅患者さんの生活、

会が在宅医療支援の目的で構築・運用して

永生会には在宅医療部門もあり、
クリニッ

それを支える訪問看護師の仕事の仕方、
考

いるICTを活用した多職種連携支援ネット

ク２つ、
訪問看護ステーション５つの体制で

え方を、
体験を通して理解することに努めて

ワーク
「まごころネット」
があり、
前もって利用

訪問活動を行っている。同会の訪問看護ス

同意書を記載するなど要件を満たした在宅

課題はトリアージ機能の充実と
慢性期病院での救急患者の受け入れ

ンター業務を担うのは主に看護師である。

安藤理事長は、
多職種の代表からなる組

また、南多摩病院の救急搬送件数は月

織の有無、在宅医療や介護サービスの利

さまざまなかたちで地域包括ケアに貢献

に400～456件でパンク寸前の状況である

用状況、
認知症サポート体制の充実など細

います」
と宮越副看護部長。
「例えば在宅で

する永生会だが、
安藤理事長は
「まだまだ課

ため、
永生病院のような慢性期病院でも高

かな項目を並べた、
地域包括ケアの評価指

テーションが担当する在宅患者のうち、
グ

は生活雑貨を医療に利用したりしますし、
病

題はたくさんあります。地域包括ケア推進の

齢者の急性増悪などの患者を受け入れるこ

標私案もまとめている。今後はそうした評価

患者を対象に医師会会員であるかかりつけ

ループ内の病院や施設から在宅に移行した

棟では禁止されるような行動もご本人の希

ためには、
地域の社会資源をより有効に、
適

との必要性が出てきている。田野倉副本部

指標に照らし合わせながら、
地域づくりをさら

医の要請を受けて搬送を行う。搬送先はか

患者は約２割で、
残り８割は他の医療機関

望に添って受け入れる場合がほとんどです。

切に活用する必要があり、
そのためにはトリ

長は、
「 住民の皆さんの意識改革、法人内

に推進していく方針だ。

かりつけ医が指定しあらかじめ登録した慢

や介護事業所からの委託である。
この比率

そうした実際の姿を知ることで、
病棟でも在

アージ機能が重要。
そこで当会でもこのトリ

部の人材育成などを含めて取り組んでいき

性期を含む市内の病院だ。

からも、
地域連携が進んでいることが伺える。

宅生活を意識した柔軟な対応ができるよう

アージ機能の充実に力を注いでいるところ

たい」
と、
限られた医療機関の有効活用のた

その輪を地域に広げている永生会。
「 街づく

になりました」
と話す。

です」
と話す。

めの仕組みづくりに意欲を示す。

り、人づくり、想い出づくり」のミッションは着

この
「指定された病院に搬送する」
という

現場レベルでも、病院から在宅へのより

点がポイントで、入院を断られる心配がな

スムーズな移行を推進するための取り組み

10

ほかにも急性期、
慢性期、
在宅の各部門

トリアージを担う部署としては、
永生病院総

永生病院ではほかに、
「データ提出加算

医療法人全体で地域包括ケアを推進し、

実に前進している。

11

特集早わかり
理解を深めるポイント

地域包括ケアシステムと医療
地域包括ケアシステムとは、住み慣れた地域で、自分らしい暮
らしを人生の最後まで続けることができるように、高齢者ある
いは介護の必要な人たちを、住まい・医療・介護・予防・生活支援
で支える仕組みのこと。まず介護分野が取り組み始め、最近は
医療分野の役割の重要性が認識されるようになっている。

近年、地域包括ケアシステムの構築が重要な課題となっているが、そのアイデアと取り組みが国会で紹介されたのは
1994（平成6）年であった。その地域包括ケアシステムが法律で定義され、推進策が打ち出されたのが2014（平成
26）年。その間の20年は、地域包括ケアシステムの概念が確立・普及し、意義が理解される歴史でもあった。
（図表１）
図表１ 地域包括ケアシステム構築の経緯

介護保険制度が先導し
医療保険制度が後追いした
地域包括ケアシステムの構築
現在、厚生労働省のホームページ
では、地域包括ケアシステムについて
の特設のページがあり、地域包括ケア
システムの概要と背景・意義について
次のように説明している。
団塊の世代が75歳以上となる
2025年を目途に、重度な要介護状
態となっても住み慣れた地域で自分
らしい暮らしを人生の最後まで続け
ることができるよう、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
構築を実現していきます。
地域包括ケアシステムは、保険
者である市町村や都道府県が、地
域の自主性や主体性に基づき、地
域の特性に応じて作り上げていくこ
とが必要です。
2006
（平成18）年度介護報酬改定

●1994（平成6）年6月10日 衆議院・ 厚生委
員会で、参考人として出席した公立みつぎ総合
病院院長（当時）の山口昇氏が、広島県御調町
（現・尾道市）において同病院が中心となって取り
組んでいる地域包括ケアシステムの概要を紹介

●2010（平成22）年4月26日 厚生労働省の平
成21年度老人保健健康増進等事業としての地
域包括ケア研究会（2 部会で構成）が報告書。
地域包括ケアシステムのあり方などについて具体
的に検討

●2003（平成15）年6月25日 厚生労働省老健
局長の私的研究会である高齢者介護研究会（座
長＝堀田力・さわやか福祉財団理事長）が報告
書とりまとめ。生活の継続性を維持するための新
しい介護サービス体系の一つとして、地域包括
ケアシステムの確立を提言

●2013（平成25）年8月6日 政府の社会保障
制度改革国民会議が報告書取りまとめ。地域包
括ケアシステムの構築が不可欠である、と指摘

●2006（平成18）年4月1日 平成18年度介護
報酬改定、基本的な視点の一つとして「地域包
括ケア、認知症ケアの確立」を掲げる
●2009（平成21）年5月22日 厚生労働省の平
成20年度老人保健健康増進等事業としての地
域包括ケア研究会（座長＝田中滋・慶応義塾大
学大学院教授）が報告書。地域包括ケアの実現
に向けて論点を整理

「地域包括ケアシステムは、介護保険

●2014
（平成26）
年6月18日 通常国会において
「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」が可決・成立。同法律により、地域包括ケア
システムが初めて法律上の定義がなされ、その
推進が打ち出される
●2014（平成26）年9月12日 厚生労働大臣が
「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」
（通称「総合確保方針」
）
を告示

同法律の大きな目的は、地域におけ

制度の枠内では完結しない。例えば、

る医療および介護の総合的な確保を

介護ニーズと医療ニーズを併せ持つ高

推進するために医療法、介護保険法

齢者を地域で確実に支えていくために

ほか関係法律について所要の措置を

は、
訪問診療、
訪問口腔ケア、
訪問看護、

講ずる、というものである。そのため

訪問リハビリテーション、訪問薬剤指

の手段・方法として、①効率的かつ質

導などの在宅医療が不可欠である」

の高い医療提供体制、②地域包括ケ

住み慣れた地域で
自立した日常生活が
できるように法律で定義

けることができるようにするのが、
「介

地域包括ケアシステムを構築すること

などによる「効率的かつ質の高い医療

護」
「医療」
「生活支援・介護予防」など

を通じ、地域における医療・介護の総

提供体制の構築」と「地域包括ケアシ

である。
（図表3）

合的な確保を促進する措置を講ずる、

ステムの構築」は、地域において医療

それらのうち
「介護」は、在宅系サー

と明記した。
（図表2）

および介護を総合的に確保していくた

ビスが中心となる。特に、在宅での生

めに「車の両輪」
として進めていく必要

活を支えるうえで、24時間対応の訪問

がある、と指摘している。

サービスである定期巡回・随時対応型

地域包括ケアシステムの
構築と地域医療構想は
「車の両輪」

事に病床の医療機能などを報告するこ
ととした。それを基に、都道府県は地

ついては介護保険制度で構築しようと

上記の指摘も踏まえて、 政府は

域の医療提供体制の将来のあるべき

していた。そのような考え方を改め、地

2014（平成26）年6月18日、通常国

姿としての地域医療構想を策定する。

域包括ケアシステムにおいては医療も

会において「地域における医療及び介

上記②の「目的」で、
「地域における

重要であると指摘したのが、政府の社

護の総合的な確保を推進するための

公的介護施設等の計画的な整備等の

会保障制度改革国民会議が2013（平

関係法律の整備等に関する法律」を成

促進に関する法律」を改正し、その題

成25）年8月6日にとりまとめた報告書

立させ、主要な条項は同年10月以降、

名を
「地域における医療及び介護の総

だ。そこでは、次のように指摘している。

順次施行している。

合的な確保の促進に関する法律」に改

訪問介護看護、看護小規模多機能型

厚労省
「地域包括ケアシステム
概念図」の中心は「住まい」

これら一連の流れの中で重要なの

居宅介護
（旧
「複合型サービス」
）
などが
重要な役割を果たすことになる。
「医療」は、かかりつけ医が日常の医
療を担当することになるが、地域包括

は、
「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」にお

厚生労働省では、
「地域包括ケアシ

ケアシステムという観点からは、往診

いて、医療と介護の連携を強化するた

ステムの姿」というタイトルで、地域

や訪問診療を行うことが基本的な要件

めに厚生労働大臣が基本的な方針（通

包括ケアシステムの概念図を提示して

となる。また、在宅の高齢者等の病状

称「総合確保方針」
）を策定する、とし

いる。同図の中心にあるのは、高齢者

が急に悪化することもあり、かかりつけ

ていることだ。それに基づき厚生労働

あるいは介護の必要な人たちなどの

医の施設が無床診療所の場合は、いわ

大臣が2014
（平成26）
年9月12日、
「総

「住まい」である。また、そこにおいて、

ゆるバックベッドとしての役割を果たす
病院との連携ができている必要がある。

図表2 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

定

「生活支援・介護予防」は、市町村が

第1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ことを
通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を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保持及び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持
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。
第2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。
（第2〜4項略）

義

総合確保
方 針

行う地域支援事業が、これまで以上に
大きな意義を持つ。すなわち、介護保
険制度において
「要支援」
を対象とする
予防給付のうち介護予防訪問介護と
介護予防通所介護については、2017
（平成29）年度末までに地域支援事業
に移行することになっている。そこで
は、民間非営利団体（NPO）
、ボラン

第3条 厚生労働大臣は、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ことを通じ、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（以下「総合確保方針」という。）を定
めなければならない。
（以下略）

ティア（団体）などが大きな役割を果た
すことも期待されている。

図表3 地域包括ケアシステムの姿
地域包括ケアシステムの姿

病気になったら･･･

上記①の
「目的」
で、同法律により医
療法を改正し、医療機関は都道府県知

自分らしい暮らしを人生の最後まで続

その告示において、地域医療構想

アシステムについて定義した。また、

アシステムの構築が挙げられている。

のころまでは、地域包括ケアシステムに
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合確保方針」
を告示した。

め、初めて法律において、地域包括ケ

医療

通院

・入

病院
《 日常の医療 》
急性期、回復期、慢性期
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

介護が必要になったら･･･

介護

入所

・

通所

院

住まい

■在宅系サービス

■施設・居住系サービス
・訪問介護・訪問看護・通所介護
・介護老人福祉施設
・小規模多機能型居宅介護
・介護老人保健施設
・短期入所生活介護
・認知症共同生活介護
・24 時間対応の訪問サービス
・特定施設入居者生活介護 等
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅 ・サービス付き高齢者向け住宅 等

■介護予防サービス

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

※地域包括ケアシステムは、おおむね 30分以内
に必要なサービスが提供される日常生活圏域（具
体的には中学校区）を単位として想定

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

出典：2015年版厚生労働白書
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外来では小児の発達障がいをメインに診ており、
保護者の相談にはていねいに応じる

岩沢医院（千葉県市川市）は1977年に開院した内科・小児科医院だ。大野京子氏が院長になったのは、父親で
ある初代が亡くなった98年のこと。当時は大学病院で重病の子どもたちの治療にあたっていたが急遽、診療
所を引き継いだ。在宅医療は大野氏の代になってからの取り組みで、少数の小児でスタートした訪問診療を、
いまも細く長く、地域の患者のために実践している。

岩沢医院 院長

大野 京子氏

ドキュメント

在宅医

！

熱 い 使 命 に 燃 える

1991年、
東京慈恵会医科大学卒業。
同大学大学院修了後、
小児科教室助手。1998年に岩沢医院を継承。2002年
より市川市医師会理事を務め、学校保健、公衆衛生、小
児救急、地域医療などを担当。1999年、介護支援専門
員の資格を取得。2000年に祖母が倒れた際にはケアプ
ランを自ら作成し、在宅医療・介護を家族の立場で経験。
現在は外来では発達障がいをメインに、在宅では小児や
障がい者を中心に診ている。児童相談所や地域のこども
発達センターなどでも診療を担当。
「千葉県小児等在宅医
療連携拠点事業」の医師ネットワークづくり座長も務め
る。2013年より市川市医師会副会長。

住宅街に建つ岩沢医院。月～水は終日、金、
土は半日外来診療。このほかの時間帯を
利用して訪問診療や地域活動を行う

訪問診療には愛車を自ら運転して出向く

小児の在宅患者は医療依存
度の高いケースが多く、点
滴用のパック、人工呼吸用
の管、カテーテルなどを医
院から持参する。模型は患
者への説明に使用する
医師1人、看護師１人、事務２人の診療所。
電話応対なども自ら行う

このとき18歳だった先天性疾患の

小児や障がい者を中心に訪問診療
小児在宅医のネットワークづくりも進める
大学病院を辞めて開業医に転身
祖母の在宅療養を家族として経験

ました。この経験から、在宅におい

岩沢医院では初代のやり方を踏襲

て家族の負担を減らすことがいかに

したが、１つ、大野氏の代で加わっ

大事かを身にしみて感じました。シ

たのが在宅医療。きっかけは祖母が

ョートステイなどのサポートがなか

病院の小児科で専門的な医療を行っ

倒れたことだった。

ったら、母は間違いなく倒れていた

ていた大野京子氏は、
「10年、20年先

「2000年８月に母方の祖母が脳梗塞

と思います」と実感をこめて語る。

の人生をより良いものにすることを

を発症したのですが、母は自宅での

目指す小児医療に強い興味を抱いて

療養を希望しました。幸い岩沢医院

いました」と語る。しかし、大学院も

は自宅と床続きですから、やってみ

修了し、これからさらに専門性を深

1991年に医師になって以来、大学

14

と、少々申し訳なさそうに振り返る。

1977年に開業した当時のままの診療所は
どこか懐かしく温かみがある

療の違いについて、
「大人の場合は、

患者はいまでは27歳になり、主治医

加齢による疾患や症状がほとんど

のいる大学病院に月１回通いつつ、

ですが、小児の場合は大半が先天的

自宅では大野氏の訪問診療を受けて

なものか、幼いときに発症した重い

いる。
「私が伺うのは月に１～２回。

病気が原因です。多くは自発呼吸が

診察や医療器具の確認を行うほか、

できず、口から食事ができません。

親御さんの思いに耳を傾け、励ます

そのためほとんどの患者さんが人

のも私の大事な役割だと思っていま

工呼吸、経管栄養、痰の吸引が不可

す」と語る。

欠で、総じて症状が重いのです」と

この患者も含めて現在は小児在宅

説明。

患者３名を担当。さらに、近々病院

これに加えて、
「小児の在宅医療を

を退院する市外の患者の家族から相

担える医師や看護師が不足している

さんが、医療と介護の力を借りて生

主治医と連携しながら
重い小児患者の在宅医療を実践

談を受けている。
「外来診療もあるの

ことが大きな問題」と指摘。
「小児科

き続けられる時代になりました。そ

で、一度にたくさんの患者さんはお

の後方ベッドの確保が困難ななかで

うした患者さんを支えるためにはい

ようということになり、私が家族と

一般の患者の在宅医療を行うよう

引き受けできません。３～５名くら

重い病気の患者さんを24時間サポー

まの社会資源では不十分。特に、人

めようという矢先に父親を病気で失

してケアプランを作成し、必要な医

になったのは2005年頃だ。翌2006年

いがやっと」と大野氏。高齢の在宅

トし続けることは、医療職であって

材不足は深刻で、専門医だけでなく

った。これが大きな転機となる。

療も家族の立場で行いました」

には市川市内の医師から、小児の訪

患者も診ないわけではないが、市川

も不安なのです」と力説する。

一般の開業医が、1人でも２人でも

「父が東京から転居して開業し、地

祖母の在宅療養は2003年11月まで

問診療を手伝ってほしいと依頼され、

域に根ざした医療を行ってきた岩沢

３年４カ月続き、自宅で看取った。

本格的に取り組むようになった。
「大

医院を残したいと思う一方で、まだ

この間、大野氏は生まれたばかりの

学病院での経験を活かしてお役に立

まだ大学でやりたいこともありまし

長男を育て、第２子、第３子を続け

てるならぜひ」と引き受け、徐々に担

た。それで、最初の２年ほどはわが

て出産している。
「こんな状況ですか

当患者が増えた。後にその患者たち

ままを言って勤務医と院長、二足の

ら祖母の介護はほぼ母が担い、私は

を引き取って岩沢医院から訪問する

ワラジを履かせていただきました」

胃ろう造設時など要所要所で手伝い

ようになったのである。

市が比較的在宅医療のさかんな地域

こうした現状を踏まえ、千葉県で

多く患者さんを診ていくことが大事

であることなどから、在宅医療に関

は2014年から、
「千葉県小児等在宅医

です。小児の在宅患者さんやご家族

してはほぼ小児に特化できている。

療連携拠点事業」を進めている。大

が安心して暮らせるように、裾野を

野氏はこの中で小児在宅医のネット

広げていきたいのです」と、使命感

ワークづくり座長を務めており、定

をこめて語る大野氏。

人材不足解消のため
小児在宅医の
ネットワーク構築を目指す
大野氏は、成人と小児との在宅医

期的な会合を重ねている。
「医療が進歩したことで、以前な
ら助からなかったような重度の患者

父から受け継いだ医院を拠点に、
地域づくり、ネットワークづくりに
汗を流す日々が続いている。
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医療従事者、介護従事者のための

医療経済実態調査

診療・介護報酬

るのが、
「集計1」と総称される「医業・介

政府は2015年12月21日、2016年度診療報酬改定の改定率を、診療報酬本体が＋0.49％、薬価が▲1.22％、
材料価格が▲0.11％と決定しました。その決定において重要な資料となったのが、医療経済実態調査です。また、
2016年度改定から、医薬品や医療機器などを対象に費用対効果評価が試行的に導入されることになっており、中・
長期的に見れば薬価などに一定の影響を与える可能性があります。そこで今回は、医療経済実態調査を中心に、費用
対効果評価の要点についても解説します。

写真1 中医協・総会（2015年11月4日）

護収益に占める介護収益の割合が2％未

その結果を踏まえて、2016年度診療

満」に大別される一般病院（上記（a）①に

報酬改定では、診療報酬本体については

おける（c）①）です。ちなみに、第20回

若干の引き上げがなされたのです。一般

医療経済実態調査では、病院の有効回答

病院の損益差額率の低下が見られなかっ

1,365施設のうち「医業・介護収益に占め

たとしたら、診療報酬本体の引き上げは

る介護収益の割合が2％未満」の病院は

なかった可能性があります。いずれにし

999施設（73.2％）です。

ても、医療経済実態調査は、それくらい

ただ、なぜ全病院の回答（
「集計2」に

（医療ジャーナリスト 牧 潤二）

相当）のほうを重視しないのか、という
疑問も当然出てきます。その答えは、医
療経済実態調査はあくまでも次期診療報

改定率に大きな影響を与えた医療経済実態調査
次期診療報酬改定の基礎資料として
過去2事業年度の経営状況を調査

かりで医療経済実態調査の調査項目、方

いては、2015年6月に医療経済実態調査

法などを検討・決定し、結果の取りまと

（第20回）が行われ、その結果が同年11

めを行っています。

月4日に開催された中医協の調査実施小

診療報酬改定について答申する中央社

医療経済実態調査は、医療機関や薬局

会保険医療協議会（中医協）には、医療経

の経営の実態を明らかにし、次期診療報

委員会と総会で報告されました。
（写真1）
調査の時期は、 ① 2 0 1 4 年 4 月から

済実態調査を行うための専門組織とし

酬改定の基礎的な資料とすることを目的

2 0 1 5 年 3 月末までに終了した事業年

て、調査実施小委員会という組織が常設

として、次期診療報酬改定の前年に実施

（度）
、②2013年4月から2014年3月末

されています。同小委員会では、2年が

されます。2016年度診療報酬改定につ

までに終了した事業年（度）です。①につ

表 第20回 医療経済実態調査 一般病院の経営の状況（集計１）
金 額
前々年（度） 前年（度）
Ⅰ 医業収益
１. 入院診療収益
保険診療収益
公害等診療収益
その他の診療収益
２. 特別の療養環境収益
３. 外来診療収益
保険診療収益
公害等診療収益
その他の診療収益
４. その他の医業収益
Ⅱ 介護収益
Ⅲ 医業・介護費用
１. 給与費
２. 医薬品費
３. 給食用材料費
４. 診療材料費 ･ 医療消耗器具備品費
５. 委託費
６. 減価償却費
（再掲）建物減価償却費
（再掲）医療機器減価償却費
７. 設備関係費
（再掲）設備機器賃借料
（再掲）医療機器賃借料
８. 経費
９. その他の医業費用
Ⅳ 損益差額（Ⅰ＋Ⅱ−Ⅲ）
Ⅴ その他の医業・介護関連収益
Ⅵ その他の医業・介護関連費用
Ⅶ 総損益差額（Ⅳ＋Ⅴ−Ⅵ）
Ⅷ 税金
Ⅸ 税引後の総損益差額（Ⅶ−Ⅷ）
施設数
平均病床数

［千円］

3,693,585
2,535,133
2,475,844
24,602
34,687
41,563
996,151
967,857
9,953
18,342
120,738
4,397
3,759,894
2,003,011
499,973
26,311
350,966
243,104
218,902
77,141
80,847
140,654
46,081
28,713
240,275
36,698
-61,912
233,015
124,650
46,454
－
－

［千円］

全

体
構成比率
前々年（度） 前年
（度）

3,750,362
2,570,032
2,510,285
25,159
34,588
41,721
1,017,080
987,739
9,839
19,502
121,528
4,383
3,872,528
2,067,446
502,719
26,497
362,934
250,431
232,178
80,664
86,980
143,610
43,933
28,005
247,263
39,450
-117,784
259,242
245,690
-104,232
－
－
816
201 －－

［％］

99.9
68.6
67.0
0.7
0.9
1.1
26.9
26.2
0.3
0.5
3.3
0.1
101.7
54.2
13.5
0.7
9.5
6.6
5.9
2.1
2.2
3.8
1.2
0.8
6.5
1.0
-1.7
6.3
3.4
1.3
－
－
－

［％］

99.9
68.4
66.9
0.7
0.9
1.1
27.1
26.3
0.3
0.5
3.2
0.1
103.1
55.1
13.4
0.7
9.7
6.7
6.2
2.1
2.3
3.8
1.2
0.7
6.6
1.1
-3.1
6.9
6.5
-2.8
－
－
－
－

金額の
伸び率

［％］

1.5
1.4
1.4
2.3
-0.3
0.4
2.1
2.1
-1.1
6.3
0.7
-0.3
3.0
3.2
0.5
0.7
3.4
3.0
6.1
4.6
7.6
2.1
-4.7
-2.5
2.9
7.5
−
11.3
97.1
－
－
－
－
－

（注）
１. 個人立の病院の総損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物の価値以上の改善を行うため
の内部資金に充てられることが考えられる。
２. 個人立の病院は税金について調査していないので、個人立の病院が含まれる集計区分では税金の集計はしていない。
（以下同様）

写真2 中医協・費用対効果評価専門部会
（2015年12月16日）

（c）診療内容により、①一般病院、
②精神科病院
（d）開設主体により、①医療法人、

確保しているといえます。

重要な資料となっているのです。

試行的導入が決定
注目したい費用対効果評価の行方

酬改定のための基礎的資料として用いる

中医協は2012年5月、費用対効果評

ものだから、ということになります。つ

価専門部会を設置して以来、費用対効果

まり、
「集計2」の場合、医業・介護収益に

評価に向けて検討を進めてきました。

占める介護収益の割合が2％以上の病院

2015年12月16日に開催した第32回同

（366施設、病院の有効回答の26.8％）

部会で「費用対効果評価の試行的導入に

も含まれることになりますが、これらの

ついて（案）
」をまとめ、その後開催され

病院は介護報酬改定の影響も無視できな

た中医協・総会に報告し了承されました。

い程度受けている、と見ることができま

それにより、2016年度から医薬品や医

す。介護報酬改定の影響をなるべく排除

療機器を対象に費用対効果評価を試行的

し、あくまでも次期診療報酬改定のため

に導入することが決まりました。
（写真2）

の基礎的な資料として用いるのであれ

ここで覚えておきたいのは、費用対効

いては「前年（度）
」あるいは「2014年度」
、

②国立、③公立、④公的、⑤社

ば、介護保険制度による収入がほとんど

果評価のための指標についてはQALY

②については「前々年（度）
」あるいは

会保険関係法人、⑥その他（法

ない施設を対象としている「集計1」で見

（Quality Adjusted Life years、質調整

人）
、⑦個人

るほうが適切といえるのです。

「2013年度」になります。
その対象は、社会保険による診療を行

（e）機能別で、①特定機能病院、②

ただし、医業・介護収益に占める介護

生存年)を基本とする、としていることで
す。これは、QOL（生活の質）について「完

っている病院、一般診療所、歯科診療所、

歯科大学病院、③DPC対象病

収益の割合に基づいて「集計1」
、
「集計2」

全な健康」を1、
「死亡」を0としたうえで、

保険薬局（１カ月調剤報酬明細書の取扱

院、④こども病院

というように大別しているのは、病院だ

その間の状態を評価するとともに、生存

けです。一般診療所、歯科診療所、保険

年数を見ていくものです。QALY（
「クオ

13対1、15対1、ほか分類）で、

薬局については、そのような区分はなく、

リー」と呼ぶ）は、①異なる疾患での比較

病院については1／3の割合で抽出し

①一般病棟、②療養病棟、③結

すべての施設の回答をまとめており、
「集

ができる、②さまざまな効果を同時に考

ており、さまざまな類型の病院が一定数

核病棟、④精神病棟、⑤特定機

計2」に相当します。そのため、仮に、病

慮できる―などの特徴があります。す

含まれることになります。そのデータに

能病院、⑥専門病院、⑦障害者

院と一般診療所を比較するのであれば、

でに費用対効果評価を導入している諸外

基づき、病院については例えば次のよう

施設等、ほか

件数が300件以上）で、所定の割合で無
作為抽出します。

（f）入院基本料別（7対1、10対1、

な大小の分類がなされて、経営状況が取
りまとめられています。
（a）病院についての集計の大別とし
て、医業・介護収益に占める介護
収益の割合に基づき、①2％未

介護収益の割合が
小さい施設のデータが
次期診療報酬改定に反映される
医療経済実態調査では、上記のように、

病院についても「集計2」の調査結果を使

国でも、QALYが基本的な指標となって

うことが適切といえます。

います。

一般病院の損益差額率悪化で
診療報酬本体が引き上げに

費用対効果評価を試行的に導入するた
め、中医協では、下部組織として「費用
対効果評価専門組織」
（仮称）を設置しま

以上を踏まえて、第20回医療経済実

す。2016～2017年度の期間はあくま

態調査（2015年実施）の結果中、前々年

でも試行であり、薬価や材料価格に影響
を与えることはありません。

満の医療機関等（
「集計1」と総

さまざまな類型・区分で病院の経営状況

度、前年度の損益差額率（損益率）を見る

称）
、②調査に回答したすべての

がまとめられています。それだけに、ど

と、
「集計1」に相当する一般病院では▲

しかし、中医協の特に1号委員
（支払側）

医療機関等（
「集計2」と総称）

れが病院の経営状況を代表するものなの

1.7％から▲3.1％に低下（悪化）してい

の間では費用対効果評価に関心が高く、

か判断がむずかしい、という側面もあり

ます（表）
。また、一般診療所については、

中長期的に見れば、費用対効果評価が薬

（b）特定機能病院、歯科大学病院、
こども病院については、上記(a)

ます。そのなかで、中医協や医療関係者

16.1％から15.5％へとやや低下してい

価や材料価格など診療報酬に一定の影響

に含まず別掲

などにおいて慣例的に最も重視されてい

ますが、病院と比べれば十分に黒字幅を

を与える可能性が十分にあります。

出典：第20回 医療経済実態調査（厚生労働省）
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まんが：アートラクト

その ❾
エピソード

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。

U.F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91）より

西武新宿線武蔵関駅のビル内にある「ソラスト武蔵関」
。東京都認証保育所
として、月極保育、一時保育（定員に空きがある時のみ）に取り組んでいる。
定員は31名で現在、0歳児11名、1歳児14名、2歳児6名を受け入れている。
開設は2004（平成16）年。ベテラン保育士が多く、家庭的な雰囲気が持ち
味で、保護者にも好評だ。

佐川 泉 園長

東京都認証保育所

ソラスト武蔵関

さんぽマップ
給食室責任者の
眞下 睦子さん

給食担当の小関 美樹子さん
（左）と橋本 由美さん

（東京都練馬区）

カラフルな貼り絵で職員紹介
駅ビルの2Ｆにあるソラスト武蔵関

駅ビル内の恵まれた立地。
経験豊かなベテラン職員が
チームワークと笑顔で園児を見守る
改札口から 30 秒。
保護者の居住エリアは広範囲

9月
：2 0 0 4年
4‐2‐13
●開 設
馬区関町北
練
都
京
：東
地
在
所
●
ンビル２階
ステーショ
西武武蔵関
0667
3‐5 9 27‐
● TEL：0
0668
7‐
2
9
5
3‐
● F A X：0
／一時保育
育
ス：月極保
● サービ
日・祝祭日
）
● 休園日：
～1月3日
12月2 9日
年末年始（

「毎日問い合わせがひっきりなしにあっ

家族のようです。お互い遠慮なく言いた

て、電話対応だけでも大変な状況です。

いことが言えるほど仲が良いです」と、

土曜日は午前も午後も見学者でいっぱい

嬉しそうに語る佐川さん。笑顔が絶えな

「改札口から30秒という恵まれた立地

です」と佐川さん。練馬区は待機児童の

い職員に囲まれて、子どもたちも安心し

にあるので、西武新宿線を利用されてい

数が都内では世田谷区に次いで多く、妊

て毎日を過ごしている。保護者もその雰

る保護者の方にとってはとても便利な保

娠中から見学に来る保護者が多いという。

囲気を肌で感じ、心置きなく子どもを預

育園です。傘を差す必要もありません」

公開保育も年8回行っており、同園の保

けているようだ。

と語るのは園長の佐川泉さん。西武新宿

育を実際に体験してもらったりしている。

線武蔵関駅のビル内にあるソラスト武蔵
関に幼児を預ける保護者の居住エリア
は、武蔵関の近隣地域というより、西武
新宿線を利用する勤務者が多く、練馬区

「CSアンケート」
第1位の保育園。
ていねいな対応が
保護者の評判を呼ぶ

「それに、うちの職員は思いやりの塊な
んです。一人ひとりが強い愛情を持って
子どもたちに接しています。皆さん勤続
年数が長く、平均年齢も上がってきてい
ますが、そのぶん気持ちに余裕があって、

以外にも杉並区や東久留米市、西東京市、

同園の開設は2004年、今年12年目

ゆったり、おっとり、
“可愛い”という感情

小平市、武蔵野市、立川市など広範囲で

に入る。職員は常勤10名、非常勤9名、

で接しています。愛情たっぷり、孫感覚

ある。

合計19名である。

ですね」

立地に恵まれた同園には現在、100名
以上の待機者がいる。

「当園の特長は何といっても職員のチ

経験豊かなベテラン職員が多いだけ

ームワークの良さですね。職員同士、皆

に、保護者もいろいろ相談に乗ってもら

保護者
の声

認可保育園を希望していたのですが、条件が合わず落ちてしまいま
した。それで、当園に電話をかけてご相談したのですが、電話に出

違いないと直感しました。子どもが第一子なので子育てに不安があった

所なので、どのクラスの職員に質問して
も、しっかりと適切なアドバイスがもら
「保護者の方には、その日の様子をてい

べ物やゲームなどの店を開き、子どもた

かどうかを、事務所内の壁に張り出した

ねいにお伝えするようにしています。連

ちは浴衣や甚平を着て楽しむ。運動会は、

「チェック表」で確認しており、全員で情

絡帳にも詳しく書くようにしていますが、

広域避難場所になっている武蔵野市の中

読むのが楽しみと言っていただいていま

央公園で行っている。保護者に避難場所

同園は前述したように、経験豊かなベテ

す」と佐川さん。職員と保護者の垣根は

を知ってもらう意味もある。クリスマス

ラン職員が多い。一方、核家族の家庭が

生活発表会は、歌を歌ったり、あいさつ

増え、子育てに悩んでいる若い親も多い。

をとおして子どもたちの成長を見てもら

「電話で相談していただいても良いし、足

護者を対象とした年1回の「CSアンケー

うためのもので、保護者も楽しそうに目

を運んでいただくのも良い。とにかく一人

ト」で、ソラスト武蔵関は見事1位（2014

を細めてわが子の成長を見守っていると

で悩まないでほしい」
と、力を込める佐川さ

年度）に輝いている（CS＝保護者満足

いう。
さらに、同園ではアレルギー対策にも力
を入れており、食事を配膳するときは園長、

するには時間が短い。
「ですから、
“子育てホ

クラス担任、給食の責任者の3人でアレル

ットステーション”
みたいな相談窓口が開け

調査で、これまた1位（2013年度）の表

ギー物質が除去されているかどうかを入

ればと考えています。いつでも相談に乗っ

彰を受けている。

念にチェックしている。同園には6種類の

てもらえるところがある、ということを地域

アレルギーを持つ園児もいることから、特

の方たちに知ってもらいたい」
と、佐川さん

に神経を使って対処しているという。

は将来を見据える。

さらに、チームワークの良さを誇る同

聞いてもらえる保育園 を目指す

1歳児クラス

仁木 真樹子さん

ん。同園では、公開保育のときに育児相談
も行っているが、じっくり話を聞いて対応

園は、同じく年1回行われる「定着率」の

とまでご相談できるので、とても助かっています。娘

ているくらいです。

報の共有を図っている。

ちなみに、ソラストが行っている、保

限りなく低いようだ。

子育て相談窓口を開設し 話を

は「認可保育園を落ちてよかったね」と主人と話し合っ

チームワーク抜群のソラスト武蔵関のスタッフの皆さんと園児たち

えると保護者の評判は上々だ。

のですが、
「うちの子なかなか寝なくて心配」
といったこ
にも愛情を持って接していただいているので、いまで
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っている。また、少人数の家庭的な保育

度）
。

ていただいた園長先生の対応がすばらしく、ここは絶対に良い保育園に

年1回、ソラスト全施設を対象に行われる
ＣＳアンケートで、見事1位に輝いた

定期的に行われる
行事での一コマ

7月の夏祭りや10月の運動会、12月

会議は月1回定期的に行っているが、

“話を聞いてもらえる保育園”を目指すソ

そのほか気になる出来事があった場合、

ラスト武蔵関。経験豊かなベテラン職員に

のクリスマス生活発表会など、イベント

そのつどミーティングを開き、対策を協

よる
“おばあちゃんの知恵袋”
を生かす場面

開催にも積極的だ。夏祭りは、職員が食

議している。その事例を職員が認識した

はさらに増えそうだ。
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介護付有料老人ホーム

ケアマネ

さん

活の歴史、生活のペースが違います。そ

えてください。

の方に合った、その方らしいプランを立

西海

まだ、介護保険制度が誕生してい

てなければいけないので、ご利用者様の

ないときでしたが、祖母の介護を経験し

お話をよく聞いて理解し、信頼関係を築

たあとに、父が終末期のがんということ

くようにしています。

が判明し、間もなく亡くなりました。父は

― ときには意思疎通がうまくいかない

入院していて、自宅に戻りたがっていた

ケースもあるのではないですか。

のですが、退院直前に息を引き取りまし

西海

これでよかったのか
もっと何かできたのではないかと
いつも試行錯 誤の繰り 返しです

― まず、介護の業界に入られた経緯を教

西海 浩代 さん

● 居宅介護支援事業所「ソラスト大岡山」管理者

より積極的に話し合うようにしています。
ご家族様の力は本当に大きいと思います。
ご家族様がかかわってくださることで、目
に見えてお元気になられることもありま
す。最近は独居のご高齢者やご家族が遠
方におられるケースも増えていますが、で
いたり、状況によりお越しいただくことも
あります。それでも困難なときは、地域
包括支援センターや事業所、多職種の方
と相談させていただくことが多いです。

（サービス付き高齢者向け住宅は 60 歳以上の自立の方も入居可能）

認知症の方、寝たきりの方もご入居できます。

いるわけですが、その中でのケアマネジ

医療行為をご必要とされる方はご相談下さい。

ャーの役割とはどういうことでしょうか。
西海

多職種間の調整役だと思います。

今後、さらに介護保険制度も変わるでし
ょうし、ご利用者様を取り巻く環境も変

「あなたの自宅」に近い環境をご提供いたします。

わるはずです。どちらにしても多職種の
連携はますます大切になると思います。
主治医の先生をはじめ、多職種の方、地
域包括支援センターとの話し合いの場を
もっと多く持つようにしたいですね。

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。

― まさに、地域包括ケアを実践されて

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

― どのようなときにケアマネジャーとし
ての喜びを感じますか。

さんあったので、介護保険制度が施行さ

西海

れたのを機に、訪問介護員の資格を取っ

り、お元気になられて介護保険のサービ

て、訪問介護の事業所でサービス提供責

スが必要なくなったときは本当に嬉しい

その方らしい生活を取り戻された

ですね。でもいつも、これでよかったのか、
もっと何かできたのではないかと、試行

西海

現場で仕事をしているときにケア

錯誤の繰り返し、反省ばかりしています。

マネジャーさんとお付き合いがあって、私

― 最後に、これからの目標を教えてく

もやってみたいと思うようになりました。

ださい。

それで、訪問介護の管理者を経てからケ

西海

アマネジャーの資格を取って、2010年に

たいですね。特定事業所加算も取って仲

ソラストに入社しました。

間を増やしたり、スーパービジョンを実践

― ケアマネジャーの仕事はいかがですか。

できるようになりたい。キャリアアップ！

西海

それが今の目標です。

主任介護支援専門員の資格を取り

バス停
導守

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

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/

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

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

― その後ケアマネジャーになられました。

ご利用者様は、それぞれ性格、生

入居一時金・敷金

きるだけコンタクトを取ってご意見を聞

た。祖母のときも父のときも心残りがたく

任者として働き始めたのです。

ソラストは…

駅
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そのようなときは、ご家族の方と

越谷

東京都世田谷区生まれ。2002年、
訪問介護事業所に勤務（常勤・サ
ービス提供責任者、管理者など）
、
2009年、介護支援専門員の資格
取得。2010年、ソラスト（当時
きらめいと）に入社、現在に至る。
趣味はゴルフ、温泉。

入居者募集中

道
国
和
阪
二
第

こんにちは！

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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●編集︵有︶
ハンズワークス

●発行 株式会社ソラスト

