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退院支援加算

介護療養型医療施設の廃止問題とは
介護療養廃止は二度延期を繰り返す
社保審特別部会で年内にも結論
今の議論と見通し
新類型は介護保険適用？
施設基準は6.4㎡４人部屋を容認か
医療提供体制への影響
地域医療の「最川下」がよどめば
急性期の「出口」が滞ることに

NO.16
Autumn
2016

［  医療と介護をつなぐ情報誌  ］

季  

刊

連載

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

治療して自宅に帰す
「良質な慢性期医療」を
提唱して実践する
慢性期医療の改革者

8

10

12

介護療養病床などの廃止期限を2018年3月末に控え、その転換先として
想定される「新たな類型」に関する議論が、社会保障審議会の療養病床の
在り方等に関する特別部会で進められている。
そもそも、介護療養病床の廃止が決まったのは2006年のこと。今から
10年以上前である。11年には、廃止直前に期間延長となり、18年3月末ま
で存続できることとなった。これまでの間にさまざまな議論はあったが、廃
止へ向けた転換先について、昨年までは特に大きな動きもなく、介護療養
病床等の数は漸減傾向が続いている。
廃止期限まで3年となった昨年、厚生労働省で検討会が立ち上がった
が、ここで真っ先に出てきたのは、介護療養病床等の廃止期限の再延長論
だった。そして今も、一部の医療関係者の間では再延長論がくすぶっている。
確かに、介護療養病床等が、看取りなどの役割を一定程度果たしている
ことは間違いないだろう。しかし、それは介護療養病床等でなければでき
ない医療なのだろうか。再延長論にはこうした視点が抜けているように思え
る。さらに今行われている社会保障審議会の特別部会の議論でも、そこの
ところが見えてこない。
国家財政がひっ迫し、医療費の伸びを抑制せざるを得ないという状況の
中、特別部会の議論は、12月中の取りまとめを目標に進んでいく。

介護療養病床等が果たしてきた機能は
確かにあるのだけれど……
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――武久先生はもっぱら慢性期医療
に携わっていらっしゃいますが、ご自
身にとって慢性期医療とはどのような
ものなのでしょうか。

私は、医療は大きく急性期と慢性
期のどちらかだと考えています。そし
て、急性期以外は慢性期であると捉
えています。回復期や地域包括ケア
病棟なども、大きくは慢性期と位置
づけられます。
私が開業したのは今から32年前、
42歳の時でした。慢性期医療を選

たきりを治して歩いて帰っていただ
く、というわけにはいきませんが、発
熱のほうはしっかりと治療して、「元
気な寝たきり」の状態にして帰ってい
ただく。これが、慢性期医療の役割
だと思います。

――現在の医療の仕組みのなかで、
慢性期の医療機関はどのように機能
しているのでしょうか。

んだのは、徳島市ではすでに公的な
病院がたくさんあって急性期のベッ
ドが充足していたからです。「民間で
は慢性期しかできない」と判断した
のです。そこで、少々大げさですが
「日本一の慢性期病院をつくってや
る」という気持ちでした。
私は常 、々「良質な慢性期医療が
なければ日本の医療は成り立たな
い」と訴えています。良質な慢性期
医療とは、もちろん診療の質が高い
ということです。それは、具体的には

20年、30年前には、療養病床だ
けでなく一般病床にも、特定除外を
受けて多くの高齢者が入院していま
した。これは実は、特別養護老人ホ
ーム（特養）や老人保健施設（老健）
などの整備が進まないなかで、高齢
化率が急激に上昇したため、施設に
入れない高齢者がかわりに病院に入
院するという状況でした。まさに社
会的入院だったわけです。
ところが現在までに、徐々に福祉
施設の整備が進みました。グループ

「治す」ことです。治って、患者さんが
日常に戻っていく割合が高くなけれ
ば「良質」な医療とは言えないでしょ
う。医療と言うからには、治さなけれ
ばいけないのです。「治る病気は治
す」というのが、私どものグループの
基本的な考え方であり、日本慢性期
医療協会のテーゼでもあります。
もちろん、「治せない」というもの
もあります。たとえば、脳卒中で寝
たきりの患者さんが発熱して入院し
たとします。慢性期の病院では、寝

急性期の入院期間が長く
高齢者は廃用症候群に

平成医療福祉グループ代表
日本慢性期医療協会会長

武久 洋三さん

治療して自宅に帰す
「良質な慢性期医療」を提唱して
実践する慢性期医療の改革者

慢性期医療界のカリスマ。武久洋三さんは、まさにそうした存在だ。
病院、高齢者施設を１都１府７県で展開する平成医療福祉グループ創業者であり、
日本慢性期医療協会の会長として「良質な慢性期医療」の確立に取り組む。
慢性期医療の現在とこれからについて、武久さんに聞いた。

たけひさ・ようぞう
医療法人平成博愛会理事長、社会福祉法
人平成記念会理事長。1942年、大阪市生
まれ。66年、岐阜県立医科大学卒業、徳
島大学医学部第三内科を経て現職。2008
年、日本慢性期医療協会会長に就任。厚
生労働省社会保障審議会医療保険部会な
ど、国の審議会や懇談会の委員を多数務
める。『在宅療養のすすめ』『よい慢性期
病院を選ぼう』（ともにメディス出版部）な
ど著書多数。
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ホームやサービス付き高齢者向け住
宅も含めると、30年前よりおよそ
100万床分は増えているはずです。
社会的入院の患者さんは福祉施設
にどんどんシフトしていき、現在の
慢性期病床には、特養や老健では
診られない、重症の患者さんが残っ
ているというのが実態なのです。
少子高齢化の伸展に伴い、急性
期病院の患者さんも、ほとんどが高
齢者という時代になっています。40
代、50代ならば、急性期の治療を終
えてそのまま自宅に帰るということ
が当たり前ですが、高齢者の場合そ
うはいきません。完全に治癒するま
で入院ということになれば、それな
りに時間がかかります。

急性期病院では、リハビリの提供
体制が十分ではないことが多いのが
現状です。入院の原因となった疾患
は完治したものの、廃用症候群にな
ってADLが入院前より下がってしま
うことも珍しくありません。慢性期
の医療機関に転院してくるのは、そ
うした状態の患者さんなのです。

――社会保障政策のなかで、慢性期
医療はどのように位置づけられている
とお考えでしょうか。
2016年度診療報酬改定には、治
療をしない「老人収容所」的な病床

は、医療の病床ではなく施設や住宅
となる、というメッセージが込められ
ていると思います。ここ数回の診療
報酬・介護報酬改定は、「よい慢性
期医療」を実践する病棟を評価し、
そうでない病棟の評価は下げるとい
う方向性で一貫しています。
日本は、人口比の病床数が世界
一多いのです。精神病床を含めると
160万床くらいあります。厚生労働
省は、これを110万床とか120万床
に減らすという方向性をとっていると
考えています。それは仕方のないこ
とだとも思います。
病床数が多い原因は、１つには急
性期病院の平均在院日数が長いこ
とにあるのではないでしょうか。急性
期を脱した患者さんでも、状態が落
ち着くまで入院させるようなことが、
実際には常態化しています。昨年の
中医協では、一般病棟７対１入院基
本料の算定病院の半数で、本来急
性期である必要のない患者さんが半
分以上を占めたと報告されています。
ここで問題となるのは、特に高齢
者の場合、急性期病院での入院が
長くなると、入院の原因となった疾
患はよくなっても、ADLが下がって
しまうことです。回復期リハビリ病棟
や療養病棟には、こうした状態の患
者さんが送られてくるわけです。ここ
でのリハビリは、いわばマイナスから
のスタート。廃用症候群になる前に、
急性期病院から移すべきなのです。
もちろん、受け入れる慢性期病院
の側も、早期の受け入れに耐えうる
だけの診療体制を、きちんと確保し
ていなければなりません。加えて高
齢者は、単一の疾患だけを診ればい
いというわけにはいきません。いくつ
かの疾患を抱えていて当たり前で
す。慢性期医療には、そうした状態
にも対応できる、総合診療的な医師

が必要になるのです。
日本慢性期医療協会では、きちん
と治療をして帰っていただく慢性期
医療を使命としています。会員病院
では、さまざまな取り組みが行われ
ており、「良質な慢性期医療」に向
けて歩みを進めています。
個人的には、家に帰っていただく
には、嚥下と排泄が重要なポイント
になると考えています。独居や家族
の介護力が低くても、食事とトイレ
が自立していれば、何とか家に帰れ
るからです。

――地域包括ケアシステムの構築が
進められるなかで、慢性期の医療機関
はどんな役割を果たすべきなのでしょ
うか。
患者さんは基本的には、自宅で過
ごしたいと考えるものです。それを、
地域の医療機関や介護事業所、行
政やボランティアなどが二重三重に
包み込んで地域完結で支えるという
のが地域包括ケアシステムの基本的
な考え方でしょう。
在宅患者さんを訪問診療で診る
のは主に、診療所の役割です。慢性
期の病院は、診療所の先生方のサ
ポートをしながら、何かあったら患者
を受け入れ入院させるバックベッド
機能を果たす存在とならなければな
りません。さらに、高度な医療が必
要な患者さんは、急性期の病院に紹
介します。急性期の治療が終わった
患者さんは速やかに慢性期に移って
もらい、リハビリを行って在宅復帰
を目指します。このように、地域包括
ケアシステム時代にあっては、慢性
期病院が真ん中にあって、地域のハ
ブのような形ができていくのではな
いかと考えています。

慢性期医療には
総合診療的な医師が必要に

慢性期病院は
地域包括ケアのハブに

06 07Autumn 2016 Autumn 2016

グループ拠点、博愛記念病院
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「介護療養病床」で
地域医療は
どう変わるか？

介護療養病床などの廃止期限を2018年３月末に控え、その転換先として想定される「新
たな類型」に関する議論が、社会保障審議会の療養病床の在り方等に関する特別部会で進
められている。果たして、介護療養病床の患者はどうなってしまうのか。そして、地域医療
提供体制や地域包括ケアシステム構築に与える影響はどうなのか。これまでの議論の経過
なども振り返りながら、18年の「その後」について考えてみる。
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特集　「介護療養病床」で地域医療はどう変わるか？

介護療養病床は、いくつかの制度変遷を経て、今、廃
止に向かっている。
1983年、それまで一般病棟で高齢者の長期入院を
受け入れていた老人病院を、医療法上で「特例許可老人
病院」と位置づけた。これが、療養病床の嚆矢である。
診療報酬上、医師・看護師の配置を減らし介護職員を多
く配置するなどの介護機能を診療報酬上で評価。ただ
し、診療報酬は一般病院よりも低く設定された。
93年の医療法改正で、主として長期にわたり療養を必
要とする患者を入院させるための療養環境を有する病床
として「療養型病床群」が創設された。2000年に介護保
険制度がスタートすると、療養型病床群の一部を介護保
険適用とした。01年には療養型病床群と特例許可老人
病院を再編し、医療法上で療養病床と位置づけた。
06年の医療保険制度改革や診療報酬・介護報酬同

表。このなかで、「新たな類型」として、▽医療の必要性
が「比較的」高く、容体が急変するリスクのある高齢者が
入所する「医療内包型の医療提供施設」（図表2 案1-1）、
▽医療の必要性は多様だが、容体が比較的安定した高
齢者が入所する「医療内包型の医療提供施設」（同案
1-2）、▽医療の必要性は多様だが、容体が比較的安定
した高齢者が入所する「医療外付型」（同案２）――の３
つを示した。

厚労省はさらに、社会保障審議会の下に「療養病床の
在り方等に関する特別部会」（部会長＝遠藤久夫・学習院
大学経済学部教授）を設置、今年６月に初会合を開いた。
特別部会では現在、療養病床の在り方等に関する検

討会の整理案に盛り込まれた３つの「新たな類型」をた
たき台にして議論が進められている。特別部会の取りま
とめ（16年内が目標）を受けて厚労省は、必要な改正法
案を17年の通常国会に提出。可決後に詳細な制度設計
を行うとともに、中央社会保険医療協議会や社会保障
審議会介護給付費分科会の場で、その診療報酬や介護
報酬について議論されることになる。

時改定に際し、実態調査の結果、医療療養病床と介護
療養病床で入院患者の状況に大きな差が見られなかった
（医療の必要性の高い患者と低い患者が同程度混在）こ
とから、医療保険と介護保険の役割分担が議論となっ
た。結果的に、老人保健施設等への転換促進と介護療
養病床の11年度末での廃止が決まった。
また、医療法改正で「看護職員の人員配置を4対1以
上」とされたため、医療療養病床の25対１病棟について
も11年度末までの経過措置が認められていた。
その後、老健施設等への転換が進まず、期限を目前に
した11年の介護保険法改正で、廃止期限を17年度末ま
で再度延長。併せて医療法の経過措置も、17年度末ま
で延長された。
11年以降は介護療養型医療施設の新設は認められて
いない。それもあってか、介護療養病床は06年３月の
12.2万床が、15年３月には6.3万床へと減少している。
とはいうものの、廃止期限まで３年の時点でも、まだそ
れだけあるということでもある。

そんななか、2015年度介護報酬改定では、「療養機能
強化型Ａ」と「療養機能強化型B」の２つのカテゴリーが
新設された。従来型と合わせ３つに類型化され、それぞ
れの単位数は図表１のようになった。最も機能の高い療
養機能強化型Aでも、改定前からは１％の減算となった。
厚生労働省は、こうした背景に加え、15年３月に定め

られた地域医療構想ガイドラインで「慢性期の病床機能
および在宅医療等の医療需要を一体として捉えて推計
するとともに、療養病床の入院受療率の地域差解消を目
指す」とされたことを踏まえ、「慢性期の医療ニーズに対
応する今後の医療・介護サービス提供体制について、療
養病床の在り方をはじめ、具体的な改革の選択肢の整
理等を行うため」に、医政、老健、保険の3局が共催する
「療養病床の在り方等に関する検討会」（座長＝遠藤久
夫・学習院大学経済学部教授）を設置。15年７月に初会
合を開いた。
同検討会は、７回の会合を経て今年１月に取りまとめ

「療養病床・慢性期医療の在り方の検討に向けて～サー
ビス提供体制の新たな選択肢の整理案について～」を公

※ 医療療養病床（20対１）と特定施設入居者生活介護については現行制度であり、「新たな類型」の機能がわかりやすいよう併記している。
※ 案２について、現行制度においても併設は可能だが、移行を促進する観点から、個別の類型としての基準の緩和について併せて検討することも考えられる。「療養病床・慢性期医療の在り方の検討に向
けて ～サービス提供体制の新たな選択肢の整理案について～」 （平成28年１月28日 療養病床の在り方等に関する検討会）より抜粋

図表１　点数の新旧

図表2　慢性期の医療・介護ニーズへ対応するためのサービス提供類型

サービス
の特徴

利用者像

介護機能

医療機能

（例）療養病床を有する病院における介護療養施設サービス費のうち看護６：１，介護４：１、多床室の場合
（単位／日）

療養機能強化型Ａ
（新設）

療養機能強化型B
（新設） その他（改定後） （改定前）
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１，１１９
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１，３０７

介護療養型
医療施設の
廃止問題とは

介護療養廃止は
二度延期を繰り返す
社保審特別部会で

年内にも結論

介護保険制度開始と同時に
介護療養病床も誕生

特別部会の取りまとめは
年内を目標に

廃止後の「新たな類型」は
医療内包・外付の計３タイプ

　2025年に向けた社会保障制度改革の天王山は18年だ。第7次医療計画や、第７期介
護保険事業（支援）計画がスタートし、診療報酬・介護報酬の同時改定も予定される。ま
さに同じタイミングの17年度末で、介護療養型医療施設が廃止され、医療法の看護職員
配置基準（４対１［20対１］以上）を下回る病床への経過措置が終了する。これをもって、
療養病床は医療保険適用だけとなり、20対１以上の看護配置体制が必須となる。これま
で紆余曲折を経てきたが、まずはその軌跡をたどってみよう。

要介護 １
要介護 ２
要介護 ３
要介護 ４
要介護 ５

現行の
医療療養病床
（20対1）

現行の特定
施設入居者
生活介護

案１ 医療内包型
案１－２案１－１

案２ 医療外付型
案２

長期療養を目的としたサ
ービス（特に、「医療」の必
要性が高い者を念頭）

長期療養を目的としたサ
ービス（特に、「介護」の必
要性が高い者を念頭）

長期療養に対応した施設（医療提供施設） 病院・診療所と居住ス
ペース

有料老人ホーム
軽費老人ホーム
養護老人ホーム

居住スペースに病院・診
療所が併設した場で提
供されるサービス

特定施設入居者
生活介護

長期療養を目
的としたサービ
ス

病院・診療所

医療区分ⅡⅢを中心 ・医療区分Ⅰを中心
・長期の医療・介護が必要

医療の必要性が高い者
医療の必要性が比較的高
く、容体が急変するリス
クがある者

多様なニーズに対応する日常的な医学管理

オンコール体制
による看取り・
ターミナルケア

医療は外部の病
院・診療所から
提供

併設する病院・診療所
からのオンコール体制
による看取り・ターミナ
ルケア

・喀痰吸引や経管栄養を
中心とした日常的・継続
的な医学管理

・人工呼吸器や中心静脈
栄養などの医療

介護ニーズは問わない 高い介護ニーズに対応 多様な介護ニーズに対応

・24時間の看取り・ターミ
ナルケア
・当直体制（夜間・休日の
対応）

・24時間の看取り・ターミ
ナルケア
・当直体制（夜間・休日の対
応）又はオンコール体制
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特集　「介護療養病床」で地域医療はどう変わるか？

※介護保険施設等への転換を行う場合は、介護保険事業計画の計画値の範囲内となることに留意が必要。

診療所等

●医療は外部の病院・診療
所から提供

多様な介護ニーズ
に対応

特別部会は、今年６月１日に初会合を開いた。委員は、
医療・介護の関係者、保険者や高齢者団体、学識経験
者の31人（図表3）。６月22日に第２回、10月５日に第３
回の会合を開催している。
初会合では、医療関係の委員から、介護療養病床の
廃止の是非をまずは論じるべきとの意見が出された。現
実に、介護療養病床に不都合があるわけではなく、さら
にこれを必要とする患者がいるとして、介護療養病床の
設置期限の再延長を求めている。
一方、学識経験者の委員からは、「2011年度までとさ
れた設置期限を、その後17年度までに延長している。こ
れをさらに延長することは、現実的ではなく困難ではな
いか」と主張。医療関係委員の訴えに理解は示しつつ、
新たな類型に発展的に継承していくことを考えるべきと
した。
設置期限の再延長は確かに現実的ではなく、医療関
係委員も、18年4月１日からすぐに新類型に転換するこ
とは困難であることから、一定期間の「経過措置」を講
じる方向で議論は収れんしそうだ。

ここで、第3回会合までの議論を振り返りながら、今
後の方向性を見ていきたい。
10月５日の第3回会合で事務局は、議論の整理のため

「療養病床の在り方等に関する主な論点」を示した。今

後、この論点に沿って制度設計に向けた議論が進められ
ると考えられる。論点は以下のとおり。
①介護療養病床等の設置期限の再延長についてどう考
えるか。

②介護療養病床等の受け皿となる新たな施設を創設
する場合に、（1）財源を含む新たな施設の基本性格、
（2）人員配置、（3）施設基準、（4）低所得者への配慮
等――をどのように考えるか。

③新たな施設を創設して転換を図っていく場合に、経
過措置についてどのように考えるか。

④現行の療養病床からの転換以外に新設も認めるか。
①については前項で触れたのでここでは置く。
②-(1)と②-(4)については、法的な対応が必要となる
と考えられるため、早急な議論が求められる。
②-(1)については、医療保険からの給付とするのか介

護保険からに給付とするのか、まず決めなければならな
い。特別部会の意見交換では、介護保険給付とすべきと
いう意見が優勢で、新類型は介護保険適用をベースに
議論されることになりそうだ。
②-(4)では、入所者の負担が大きくなると低所得者の

居場所がなくなり、病院などへの社会的入院が増える懸
念がある。補足給付的な支援策の議論の必要性を訴え

る意見がある一方で、低所得者対策のために制度改革
が滞るのは本末転倒として、制度設計の議論は進めなが
ら、これとは別に低所得者対策を考えるべきとの意見も
ある。
②-(2)については、図表4 案1-1は少なくとも療養機能
強化型Aのレベルの人員配置が必要とする意見が主流
だ。また、②-(3)では、療養病床の基準である「6.4㎡・4
人部屋」を認めるべきとする意見が大勢を占める。これ
が認められなければ、転換が進まないとする現実的な意
見だ。ただし、同案２は基本的に「住まい」とされている
ため、個室が必要とする意見もある。
③については、多くの委員が「十分な経過措置」を求
めている。また、有床診療所や過疎地などの病院には
「特段の配慮」を求めるべきとの指摘も出ている。
④については、介護療養病床等からの転換に的を絞

るべきとする意見がある一方で、地域包括ケアシステム
構築という側面から、新設も認め、転換を推進すべきと
いう考え方も示されている。
10月５日の第3回会合では、事務局が近く「検討会で

固められた同案1-1、案1-2、案２をより精緻化したたた
き台」を示すことになった。今後、このたたき台をもとに
議論が進められる。

今の議論と
見通し

新類型は
介護保険適用？
施設基準は6.4㎡

4人部屋を容認か
　今年６月に始まった社会保障審議会「療養病床の在り方等に関する特別部会」（部会長
＝遠藤久夫・学習院大学経済学部教授）。３つの「新たな類型」に関する詳細な制度設計
を役割として、議論が続けられている。年内にも取りまとめが行われる方針だ。ここでは、
その議論を通して、どのような制度になっていくのか、見通してみたい。

期限の再延長ではなく
転換に向けた経過措置設定へ

「十分な経過措置」求める声多数
案1-1は機能強化A並みに？
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図表3　社会保障審議会　療養病床の在り方等に
関する特別部会委員名簿

◎

◯

平成28年10月5日

◎印は会長、○印は部会長代理。五十音順、敬称略

図表4　慢性期の医療・介護ニーズへ対応するためのサービス提供類型（イメージ）

医療機能を内包した施設系サービス
患者像に併せて柔軟な人員配置、財源設定等ができるよ
う、２つのパターンを提示。

医療機関
(医療療養病床20対1)

●医療区分ⅡⅢを中心とす
る者。
●医療の必要性が高い者。

●人工呼吸器や中心静脈
栄養などの医療

●24時間の看取り・ターミ
ナルケア
●当直体制（夜間・休日の
対応）
介護ニーズは
問わない

高い介護ニーズに
対応

多様な介護ニーズ
に対応 多様な介護ニーズ

に対応

●医療区分Ⅰを中心として、
長期の医療・介護が必要。

●医療の必要性が比較的
高く、容体が急変するリ
スクがある者。

●喀痰吸引や経管栄養を
中心とした日常的・継続
的な医学管理
●24時間の看取り・ターミ
ナルケア
●当直体制（夜間・休日の
対応）又はオンコール体制

施設

施設 施設
医療機関 医療機関

施設

●医療区分Ⅰを中心として、
長期の医療・介護が必要。

●医療の必要性は多様だ
が、容体は比較的安定し
た者。

●多様なニーズに対応する
日常的な医学管理
●オンコール体制による看
取り・ターミナルケア

●多様なニーズに対応する
日常的な医学管理
●併設する病院・診療所か
らのオンコール体制によ
る看取り・ターミナルケア

居住スペース

・医療療養
病床
（20対１）
・診療所
（有床又は
無床）

訪問診療

●医療区分Ⅰを中心として、
長期の医療・介護が必要。

●医療の必要性は多様だ
が、容体は比較的安定し
た者。

●医療区分Ⅰを中心として、
長期の医療・介護が必要。

●医療の必要性は多様だ
が、容体は比較的安定し
た者。

医療を外から提供する、
居住スペースと医療機関の併設

●医療機能の集約化等により、20対１病床や診療所に転換。
●残りスペースを居住スペースに。

新（案1-1）
新（案2）

新（案1-2） 医療機関に併設 現行の特定施設入居
者生活介護

▶実際に想定
される医療
機関との組
み合わせ例

▶実際に想定
される医療
機関との組
み合わせ例 （注）新案１－１、１－２及び２において、移行を促進する観点から、個別の類型として

の基準の緩和について併せて検討することも考えられる。

今後の人口減少を見据え、病床を
削減。スタッフを居住スペースに配
置換え等し、病院又は診療所（有
床、無床）として経営を維持。
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特集　「介護療養病床」で地域医療はどう変わるか？

B

４対１～５対１

いつまでも元気に
暮らすために･･･

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

生活支援
介護予防

現在進行形の社会保障制度改革は、団塊の世代が全
員75歳以上となる2025年に向けて、地域包括ケアシス
テムを構築することを目指しているといっていいだろう。
一方で、少子高齢化が進んで「現役世代」が減り、社会
保障の財政的なバランスは悪化する。財源がない、とい
うことだ。このため、医療・介護においても効率化が強
く求められるようになっている。
このような大きな文脈のなかで介護療養病床等の廃
止を見ていくと、どうなるのだろうか。
１つの視点としては、「ときどき入院、ほぼ在宅」を実
現するための施策ということだろう。療養病床は入院す
るところ、基本的には治療をして在宅に帰ってもらうた
めの場所である。診療報酬における療養病棟入院基本
料１（20対１）で在宅復帰機能強化加算が設けられ、急

性期病棟の在宅復帰率の計算対象として当該加算の算
定病棟だけが認められた。療養病床であっても、「在宅
へ」が基本機能とされるようになっている。
一方、介護療養病床等の多くは長期入院患者が多数
であり、医療必要度は一定程度高いものの、介護的な
施設であるという理解となる。それを具体化したのが介
護療養病床等の廃止で、新たな類型を介護保険施設や
「住まい」と位置づけるということであろう。
もう１つの視点は、病床数全体の削減である。日本
は、単位人口あたりの病床数が欧米に比べて非常に多
く、その影響もあって平均在院日数が長くなっている。
結果的にそれが、医療費を押し上げているとも推測され
る。国は、病床数を削減して医療費を圧縮するため、介
護療養病床等は単価の高い「医療」から、比較的単価の
安い「介護」「住まい」に移行させたいと考えている。こ
れは、ここ数回の診療報酬改定において、「重症度、医
療・看護必要度」などの要件を厳格化することで、単価の

高い一般病棟７対１入院基本料の届け出病床を減らし、
医療費を抑制しようとしていることともつながってくる。
さらに、地域医療構想においては、25年の必要病床

数を、構想区域ごとに「高度急性期」「急性期」「回復
期」「慢性期」で算出し、それを「目標」として整備を進
めることとしている。その際、慢性期は在宅医療の整備
と一体的に進めるものとされ、さらに地域間の格差是正
も併せて実施される。慢性期医療は、できるだけ在宅
へとシフトすべきという考え方が底流にある。介護療養
病床等は、一部医療を提供する「介護施設」という扱い
で、特に案２は「住まい」と位置づけられていることが象
徴的だ。

では、地域医療に及ぼす影響はどうだろうか。
2015年度介護報酬改定で新設された介護療養病床

の機能強化型の要件に見る機能は、▽重篤な身体疾患
を持つ高齢者や身体合併症を持つ認知症高齢者、▽喀
痰吸引や経管栄養など医療依存度の高い高齢者が多数
入院、▽ターミナルケアの実施、▽生活機能を維持改善
するリハビリテーションの実施――とされる。これが、介

護療養病床の本来持つべき機能といえるだろう。基本的
には、特別養護老人ホームなどで受け入れられにくい高
齢者を診る存在であり、急性期病棟における退院困難
患者を受け入れてきた。地域包括ケアシステムにおける
「最後の砦」的な役割と位置づけられよう。
現状の介護療養病床等が、新たな類型のうちどれを

選んで転換するのか、施設基準や報酬の詳細が未定の
現時点ではわからない。また、新設を認めるとするなら、
一般病床から移行するところも出てくるだろう。
急性期の医療機関にとって、介護療養病床等は最も

「川下」に近い存在であることは間違いない。一方で、タ
ーミナル機能や身体合併症を持つ認知症高齢者のケア
は、今後ますますニーズが高まる。新たな類型の施設で
こうした機能が果たせなければ川下の流れが滞り、ひい
ては急性期から回復期、慢性期へのバトンもつながりに
くくなる可能性もある。
もちろん、地域差もあるだろうが、地域包括ケアシス

テムの視点からすれば、ある程度必要な「施設」であり、
急性期病院などは、構想区域（二次医療圏）の介護療養
病床機能がどう維持されるのか、きちんと見ていく必要
がある。場合によっては、地域医療連携推進法人なども
視野に入れた「連携体制」をとることも考えられる。

医療提供
体制への
影響

地域医療の
「最川下」がよどめば
急性期の「出口」が

滞ることに
　介護療養病床等の廃止に伴う「新たな類型」の創出が現実味を帯びるなか、それは地域
医療の提供体制にどのような影響を及ぼすのだろうか。特別部会では、地域包括ケアシステ
ム構築のために整備を推進すべきという意見も出ている。地域医療構想や医療計画、地域
医療連携推進法人などとの関連も踏まえつつ、2025年の地域医療の姿を見通してみたい。

医療・介護全体の効率化と
社会保障費の圧縮が目的？

地域の介護療養機能の動向を
急性期病院は把握すべき

図表5　介護療養病床の「療養機能強化型Ａ・Ｂ」について

図表6　地域包括ケアシステムの姿
病気になったら･･･

介護が必要になったら･･･

医療

住まい

介護

重症度要件 「重篤な身体疾患を有する者」と「身体合併症を有する認知症高齢者」が、一定割合以上であること

喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射を実施された者が、一定割合以上であること

ターミナルケアを受けている患者が、一定割合以上いること

リハビリを随時行うこと
住民相互や、入院患者と住民との間での交流など、地域の高齢者に活動と参加の場を提供す
るよう努めること

医療処置要件

その他の要件

介護の人員配置

患
者
の
状
態 ターミナル

ケア要件

療養機能強化型

Ａ

４対１

■在宅系サービス
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護
・小規模多機能型
居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の
訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅
介護＋訪問看護）等 ■施設・居住系サービス

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活
介護等■介護予防サービス

※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

・自宅
・サービス付き
高齢者向け住宅等相談業務やサービスの

コーディネートを行い
ます。

認知症の人

通所・入所通院・入院
日常の医療
・かかりつけ医
・地域の連携病院

・急性期病院
・亜急性期
・回復期リハビリ病院
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パーの、それぞれの専門領域で適切に
仕事をこなしてこそ、チームとしての安
定感が生まれる。それにはメンバー間で
互いの特性を把握したうえで信頼関係
を構築することが不可欠であり、そのた
めの環境づくりもコーディネーターとし
ての重要な役割だ。

同法人では現在、地域活動などの企
画・運営・管理を専門に担う地域連携室
という部署を設立し、「地域に開かれた」
勉強会を定期的に開催している。同勉強
会は、「学びの場」としての機能以前に、
専門職同士が「顔の見える」関係を築き、
互いの専門性と人間性把握の場として、
さらに地域のさまざまな人材が集まるこ
とによる地域リソースの新たな発掘の場
として、大いに役立っているという。そし
て、多職種協働の下で展開される在宅

医療法人社団悠翔会は、東京都、埼玉
県、千葉県、神奈川県で9つの在宅療養
支援診療所を運営する。法人全体で43名
（常勤換算）の医師を擁し、約２,５００人
の患者の在宅生活を支援する。
同法人の陣頭指揮を執る理事長の
佐々木淳医師は、「患者の生活を支えて
いくという在宅ケアにあって、医療はあ
くまで１パーツにすぎない」としたうえ
で、サッカーチームにたとえて、在宅医
の役割を次のように語る。
「病院医療は、医者がトップに立つヒエ
ラルキー構造ですが、在宅ケアにそんな
上下構造はありません。多職種のチーム
の中で、医者の役割はゴールキーパーの
ようなもの。出しゃばって前線でボール
を持ってはいけない。スタッフには前線
で生活を支える予防とケアをしっかりや
ってもらい、攻め入られて本当に危ない
ときにはゴールを死守するんです。容態
が急変すれば抗生物質も投与するし、
本当に生命の維持が難しいとなれば、し

より問われることになる。「たとえば、目
の前のおばあちゃんが、嚥下訓練をすれ
ば食べられるようになるのか、訓練して
も食べられるようにならないのか。後者
の場合は、無理に訓練しても疲弊するだ
けかもしれないなら、穏やかな終末期を
過ごしてもらったほうがいいという判断
がなされることもあるわけです」と、

っかり看取ります」
医師の仕事は本来、病気の診断と治

療だ。しかし、在宅医療の現場では治癒
という結果を出せない、もしくは必要と
されないケースも多い。治療者としての
役割は相対的に小さくなるが、その半
面、患者の人生の見通しを踏まえた適
切なケアを医学的に診断する専門性が

佐々木医師。
在宅医はケアマネジャーと連携しなが
ら、公的サービス、インフォーマルサー
ビスを含めた地域リソースを勘案し、具
体的なケアプランを立てていく。実際に
ケアプランを実現し、患者のＱＯＬを向
上させていくには、さまざまな専門職で
構成される在宅ケアチームの運営が最
重要課題となる。「プレーヤーとしてで
はなく、運営面での医師の役割」につい
て、佐々木医師は「中心人物になるので
はなく、コーディネーター役に徹するこ
と」の重要性を訴える。

　
在宅ケアにおける多職種協働のチー
ム編成・運営の重要ポイントとして、
佐々木医師は「目標の共有」を第一に挙
げる。たとえば、在宅医が「患者本人が
在宅を希望しているのなら、最期までサ
ポートしてあげたい」と思っても、ケアマ
ネジャーが「在宅での療養は負担にな
る」と思っていては、チーム運営はうまく
いかない。「車にたとえれば、車輪が逆
方向を向いていて前に進めないような
状態」だ。また、「車輪がパンクしていて
はうまく走れないように、メンバー全員
が専門性を持ち、自身の役割を担うこと
も大切」とも。栄養士は栄養士の、歯科
衛生士は歯科衛生士の、ヘルパーはヘル

在宅医療を軸に「患者が住み慣れた地
域で最期まで暮らせる」コミュニティ
づくりを推進。ヘルスケア業界のイノ
ベーターとしてその動向が注目される
医療法人社団悠翔会理事長の佐々木
淳医師に、「在宅医療は、あくまで在
宅ケアの一部」という考えのもとで展
開される、多職種協働による在宅ケア
チームの効果的な運営方法、地域人材
発掘のノウハウを聞いた。

ささき・じゅん
1973年、京都府生まれ。98年に筑波大学医
学専門学群卒業後、社会福祉法人三井記念
病院内科研修医を経て、2000年、同病院消
化器内科入局。03年、東京大学大学院医学
系研究科博士課程入学（満期退学）。06年、
在宅療養支援診療所のMRCビルクリニック
を開設。08年、医療法人社団悠翔会を設立、
理事長に就任。

東京都港区新橋5-14-10 新橋スクエアビル7F
http://yushoukai.jp/
2006年8月に開設したMRCビルクリニックを
前身に、2008年、医療法人社団化とともに分

院化を開始。現在、法人全体で43名（常勤換
算）の医師が勤務。約2,500名の在宅患者に対
し、年間で約7,000件の電話対応、約4,000件
の往診および400件の看取りを行っている。

悠翔会在宅クリニック早稲田（新宿区
戸塚町）を開設。以後、ほぼ毎年診療
所を新設。現在は首都圏を中心に9拠
点のクリニックを運営（葛飾区金町、新
宿区早稲田、足立区北千住、埼玉県越
谷市、千葉県柏市、港区新橋、港区品
川、埼玉県川口市、神奈川県川崎市）

医療法人社団悠翔会から管理部門を切
り離し、MS法人として株式会社ヒュー
マンライフマネジメントを設立。さら
に、在宅医療情報システム株式会社を
設立し、在宅医療・介護医療連携に特
化したクラウド型電子カルテシステム
「HOMIS」を独自に開発。

在宅栄養サポートチームを設立し、医
師・看護師・歯科医師・歯科衛生士・管
理栄養士・理学療法士がチームで栄養
管理をサポートできる体制を構築。併
せて、各地域で介護事業者や市民に対
する低栄養・サルコペニアに対する啓
蒙活動を展開。また、交流機能も兼ね
て「介護カフェ」を企画するほか、「在
宅医療カレッジ」や「丸ノ内在宅医療
塾」など、在宅医療や高齢者介護に関
する講演会、勉強会を多数主催、開催。
現在まで続く。

悠翔会在宅クリニック本部でスタッフ
と談笑する佐々木医師

在宅緩和ケアを専門とする非常勤の小林医師（左）。佐々木医師は「どん
なに重たいケースにも対応できる」と信頼を置く

2010年

2013年

医療は「地域づくりから始めないと結果
が出ない」というのが、佐々木医師が一
連の活動を通じて得た結論だ。
「今後ますます高齢化が進み、地域で
医療・介護の需要がさらに大きくなれ
ば、より一層のチーム連携、地域連携が
求められます。誰かが始めないと前に進
みません。口火を切る役目をわれわれが
担っていければと考えています」

医療はあくまで在宅ケアの
１パーツにすぎない

目標の共有と相互理解、
そして地域連携こそが不可欠

在宅ケアのチーム連携における
医師の役割とポイント

悠翔会の取り組み

2008年

在宅医はチームのゴールキーパー兼
コーディネーター
医療法人社団悠翔会　理事長

佐々木 淳さん

医療法人社団 悠翔会　在宅クリニック本部

1
2
3
4

診断する
目標を設定する
チームを編成する
交流の場を設ける
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管理者で生活相談員を兼務する
山田浩佐さんは、29歳の若きリーダ
ー。ソラストときわ台に着任してか
ら、今年8月でちょうど丸3年を迎え
た。ソラスト以外の介護事業所での
勤務経験もあり、ソラスト入社後、
「マシンの一つひとつがしっかりして
いて、一般のジムに置いてあっても
遜色のないものばかり」と、機能訓
練マシンの充実ぶりを実感したとい
う。「午前中はマシンとレッドコード、
午後には機能訓練指導員がついて
個別訓練を行っています。車いすだ
った方が、効果が出て、杖をついて
歩けるようになったりするのは仕事
冥利ですよね」と笑顔で話す。
利用者が集まる広間では、山田さ

んをはじめ現場スタッフはみな、聖
徳太子のように右から左から掛けら
れる声に次々に応えていく。スタッフ
間のチームワークも絶妙で、レクリエ
ーション等では雰囲気に合わせてお
互い愛称で呼び合う。
管理者としての事業所運営の力量

を褒めると、「マネジメント力はまだ
まだだと思っています。でも、利用者
さんもスタッフも人生の先輩。わか
らないことがあればいつでも教えて
もらえますから」と山田さん。「同世
代やもっと若い方に伝えたいのは、
介護職にとって”若さは武器だぞ”と
いうことです」と言う屈託のないした
たかさも、スタッフ、そして利用者か
ら孫のようにかわいがられる理由だ。

山田さんの介護の信条は「理想を

東京都板橋区にあるソラストとき
わ台は、池袋駅から東武東上線で５
駅目、「ときわ台」駅から徒歩十数
分の住宅街の一画にある。代々続く
旧家もあるが、周辺には高度経済成
長期に建てられた団地・マンション
が建ち並び、ニューファミリーと呼ば
れた新住民の多くは、子どもたちが
独立し、今は夫婦あるいは独居での
生活をおくっている人も多い。
ソラストときわ台は、介護が必要
となり、外出がおっくうになった地域
の高齢者にとって、オアシスのような
場だ。ビル３階の大きな窓からは街
並みが望め、開放感あふれる室内で
は、利用者とスタッフの笑いと会話
が絶えない。

現実にする」。「自分で歩きたい」と
いう利用者がいれば、それを実現す
るために何をしたらいいのか、利用
者はもちろん、家族に対しても具体
的な提案をする。そのため、送迎時
はヒアリングを通じた家族との情報
交換を欠かさない。併設された訪問
介護事業所スタッフとも、電話や立
ち話をしながら日常的に情報連携を
している。和やかな雰囲気のなかに
あっても、キャッチボールのようなテ
ンポよい会話は、効率的で無駄が
ない。
レクリエーションは、手芸のほか、
風船バレーやテーブルを使った卓球
など身体を使ったものが人気で、曜
日によって異なる利用者の男女比に
合わせ、プログラムを提供する。
2015年度介護報酬改定では、通
所介護の基本報酬が大幅に減額さ
れた。提供できるサービスが狭まっ
ていく現状を懸念し、山田さんは板
橋区介護サービス全事業所連絡会
の副代表として、同業者で話し合っ
た意見を板橋区に提出するという活
動も展開中だ。

「一介護職員として、板橋区全域が
よくなることを考えないといけない
し、板橋区が介護事業のトップを走
れればいいと思います」
未来の介護をよりよいものにした

いという表情には、バイタリティがあ
ふれていた。

バイタリティあふれる若き管理者のもと
区内の介護事業の発展をめざす

大きな窓に開放感のある室内、和気あいあいとした雰囲気の中で飛び交う笑い声
……。事業所の空間が持つその心地よさは格別だ。ソラストときわ台には、独居
や老々世帯の多い地域を、丸ごとよくしてしまいたいという熱いスタッフが集まっ
ていた。

ここでお世話に
なって1年と2カ月
なんです。運動しなきゃっていう
理由で通いはじめました。先生方
がみんなお若いから、少しでも近
づこうって身なりには気を使いま
すよね（笑）。気持ちにそういう張
りが出てきたのは、効果が出てい
るからなんでしょうね。
レッドコードの運動は体中を伸

ばすから気持ちいい。それをやっ
てるとすぐ11時半。午後は、30年
ぶりに、ここでお仲間ができまし
て、皆さんで麻雀を楽しむんです。
頭を使いますからね、1日いたら
体も頭もすっきりです。

地域の要介護高齢者にとって
オアシスのような場

「利用者さんもスタッフも、
人生の先輩」

（上）ソラストときわ台外観
（下）チームワークが絶妙なスタッフたち

（上）機能訓練指導員のもとで行われる運動
メニュー
（下）開放感のある機能訓練スペース

（右上）広々としたキッチンで会話もはずむ
（左上）利用者の男女比は3:7。将棋ができ
る方が集まる日には男女半々に
（左下）利用者からかわいがられる山田管
理者

管理者兼生活相談員
山田 浩

こう

佐
すけ

さん

設立	 2012年8月
所在地	 東京都板橋区前野町1-29-10	
	 商業棟3F
TEL	 03-5914-6273
FAX	 03-5914-6278
スタッフ数	 19人
提供サービス　通所介護（定員40人）、
																		訪問介護、居宅介護支援

自社だけでなく
板橋全体の介護をよくしたい

利用者の声
小竹 美枝子さん
（84）
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╲あしたを元気に！／
ソラスト施設

訪問記
デイサービス

ソラストときわ台
（東京都板橋区）



「患者が安心・納得して退院し、早
期に住み慣れた地域で療養や生活
を継続できるように、施設間の連携
を推進したうえで、入院早期より退
院困難な要因のある患者を抽出し、
退院支援を実施すること
を評価」する加算です。
2016年度診療報酬改定
で、従来の退院調整加算
などをアップグレードす
る形で新設されました。
急性期病院にとって注
目すべきは、退院支援加
算1です。施設基準は、▽
退院調整部門を設置し、
専従の看護師または社会
福祉士を1人配置、▽退院
支援業務等に専任する職
員を2病棟に1人以上配
置、▽20以上の医療機関または介護
サービス事業所等と転院・退院体制に
ついてあらかじめ協議し連携を図って
いる、▽退院支援・地域連携職員が、
連携医療機関または介護サービス事
業所等の職員と3回／年以上の頻度で
面会し、転院・退院体制について情報
共有――などで、少々厳しいものと
なっています。これに対し点数は退

院時1回600点で、病棟配置の退院
支援職員の人件費もまかなえるかど
うかといった値付けです。
本来は退院・転院可能な患者さん

の入院が長期化することは、新規入

院患者の受け入れ不可による機会
損失につながります。平均在院日数
が延びてしまうほか、「重症度、医
療・看護必要度」を下げる方向にも
働きます。
退院支援加算1を届け出て手厚い
支援体制をとって、1日でも早く在宅
復帰あるいは後方病院につないでい
けば、急性期病院本来の機能に特

化することができます。結果的に、
病床の回転が高まって増収となるの
です。その効果を考えれば、採算性
は十分にとれるということができる
でしょう。

「病床稼働率が下がって
しまう」と懸念する向きも
あるかもしれません。し
かしそれは、地域のなか
で急性期病院としての位
置づけが確立されていな
いか、そもそも病床が過
剰であるということでは
ないでしょうか。
2025年に向けて地域
包括ケアシステムの構築
が急がれるなか、急性期
病院として生き残ってい
くためには、退院支援加

算1の届け出はいずれ、必須になって
くるかもしれません。

コトバの　   鍵

退院支援加算

© shin28 - Fotolia.com

●今月のコトバ●

●退院支援加算（退院時1回）
退院支援加算1
一般病棟入院基本料等の場合	 600点
療養病棟入院基本料等の場合	 1200点

退院支援加算2
一般病棟入院基本料等の場合	 190点
療養病棟入院基本料等の場合	 635点

退院支援加算3	
	 	 1200点

ソラストときわ台で週に２日、金曜と
土曜に非常勤のケアワーカーとして働い
ています。それ以外の日は、祖父の代か
ら続いている町工場でがんばっていま
す。
祖母が健在で、ずっと一緒に暮らして
いくなかで、いつかは役に立つかもしれ
ないと思って、ヘルパー２級の資格を取
りました。「資格があるなら、一緒にや
らない？」と、以前この事業所に勤務し
ていた友人から誘われたのが、働くよう
になったきっかけです。ちょうど工場の
仕事に余裕ができた時期でもあり、“二
足のわらじ”を履くことにしました。
家族経営の小さな町工場とはいえ、
仕事中は電話で注文が来るときくらい

しか会話がないんですね。介護の仕事
はそれと真逆で、ご利用者の反応がスト
レートに返ってくる、やりがいのある職
場。ぼくは「にしやん」というのが小学校
以来のあだ名で、親しい友達はみんなそ
う呼びます。それを聞いたご利用者の一
人が「にしやん！」って呼んでくれたんで
すね。そのときはうれしかったなあ。
祖母と同居しているので、同世代のご
利用者との会話にはすぐに慣れました
し、ご利用者の笑顔はぼくにとってリフ
レッシュにつながっています。ある意味、
接客業でもあるから、ここでの経験は、
家業の営業にも役立っているなあと感
謝しています。

（自営業と介護職という二足のわらじ

PERSON’S 
CLOSE UP 顔のひと

金・土
曜
勤
務
の
若
き
ス
タ
ッ
フ
は

地
元
で
代
々
続
く
町
工
場
の
次
期
社
長

ソラストときわ台　
ケアワーカー

（にしもと・まさひろ）
2013年3月より、ソラストとき
わ台で非常勤ケアワーカーとし
て勤務開始。家族で経営する
電子部品製造の自営業との“二
足のわらじ”も今年で3年目。
趣味はオートバイ。

西本雅弘さん

は）働き方の先端を行っている？そんな
に大げさに考えたことなかったですけど
……。でも、介護業界は人手不足だし、
空いている時間がある人がどんどん来
てくれたら、利用者・事業所双方にとっ
ていい結果になると思います。若い世代
にとって、僕のような働き方がこれから
は珍しくなくなる時代が来るんじゃない
かな。
僕は板橋生まれの板橋育ち。地元に
少しでも役に立てている、恩返しできて
いると思うと、うれしい気持ちになりま
す。今後は、介護福祉士の資格を取っ
て、介護職としてのキャリアを向上させ
ていきたいと思っています。人よりは時
間がかかるけど、焦らずにやっていきま
す。
職場での担当キャラですか？イケメン
担当です！（一同笑）

笑
ご利用者の笑顔が
リフレッシュにつながる

介護の仕事は
地元・板橋への恩返し
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