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トップランナーたちの挑戦
〜経営現場からの便り〜

特集

アシステムの構築に資する「ツール」として期待を集めていたことは確かだ。
それに対して4法人という数は少ないようにも感じるが、まだまだこれからと
言うこともできるのではないか。というのも、地域医療構想は、やっと全都

さん

10 各論

連携の仕方も含めた
役割分担を
地域で協調して考える

ていくか、議論されることになる。しかし、すべての医療機関が現時点で
「協調」の意識を持っているとは限らない。むしろ、調整会議の話し合いの
なかで、
「協調への機運」が醸成されていくことが期待されているのではな
いだろうか。そうなった時はじめて、地域医療連携推進法人というものが、
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多職種連携
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地域の医療職・介護職を底上げする
「医介塾」の取り組み

髙橋 公一さん

みさと中央クリニック院長

提となる、自律的な仕組みと言うことができるだろう。むしろ、参画しない
あしたを元気に！
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調整会議は
医療機関が自主的に
立ち位置を定める場

調整会議では、地域全体で協調して医療提供体制をどのように効率化し
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8 概論

実現するためのアクションはまさにこれから始まるという状況だからだ。

まず参加することが大切なのではないか。

N

7 地域医療構想で迫られる
戦略的な医療機能の選択

道府県で策定が済んだばかりであり、地域医療構想調整会議など、構想を

ことで「協調の輪」から外れてしまうということもあり得よう。何はともあれ、

E

医療・介護は
地域密着型産業
地域を活性化し人口を増やす
取り組みに向かうのは必然だ

法人が、地域医療連携推進法人として認定された。

そうした意味では地域医療構想は、個々の医療機関が参画することが前

T

4 神野 正博

4月2日、地域医療連携推進法人制度の施行とほぼ同時に、全国で4つの

視野の中にはいってくるはずだ。

N

社会医療法人財団董仙会理事長
全日本病院協会副会長

地域医療構想は参加することに意味がある
そんな自律的な仕組みではないか

地域医療連携推進法人は、地域医療構想の実現、ひいては地域包括ケ
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「通い」
「泊まり」
「訪問」
「ケアマネジメント」
4つの機能で地域住民を包括的に支援
小規模多機能

鷹番あやめ（東京都目黒区）
毎日が楽しく自然と笑顔に
常に感謝の気持ちで仕事に臨む

山口 もなみさん

小規模多機能鷹番あやめ

介護スタッフ

地域医療連携推進法人

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。
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医療・介護は地域密着型産業
地域を活性化し人口を増やす
取り組みに向かうのは必然だ
社会医療法人財団董仙会理事長
全日本病院協会副会長

神野 正博

さん

社会医療法人財団董仙会と社会福祉法人徳充会で形成する
「けいじゅヘルスケアシステム」は、
地域の医療・介護・福祉・生活支援を面展開で一体的に提供し、
さらに地域づくりにも積極的に取り組む。
理事長の神野正博さんに、その思いを聞いた。

統合的にサービスを
提供していきたい

にとって「望ましい」ことだという認

ても一事業体で完結できるものでは

識が前提にあります。

ありません。志を同じくする事業所と

社会医療法人財団董仙会が主に

のコラボレーションは当然必要にな

ジメントへ➡地域振興、街づくりへ
――という４段階を意識していま

を持っています。
医療や介護は、地域に人がいなく

――最初に実践したのは、和倉温泉の
宿泊とPET-CT健診を組み合わせたツ

す。そして今、けいじゅヘルスケアシ

なると事業は成立しません。つまり、

ステムは、一部で４Dの段階に差し

地域を育てていかないと、生き残って

そもそも世の中に今ほどPET-CT

掛かろうとしています。

はいけないのです。けいじゅヘルスケ

がなかった2007年１月に、PET-CT

アシステムに置き換えても、地域から

センターを開設しました。それにあた

人がいなくなれば、成り立ちません。

って、すぐ近くの和倉温泉の知名度

たとえば現在、当院では心臓外科

を利用させていただいて、稼働を上

地域が衰退すれば
生き残ることは無理

アーだと聞いていますが……。

――けいじゅヘルスケアシステムの狙

医療、介護を、社会福祉法人徳充会

いや、展開するきっかけ、そしてそこに

が主に福祉、 介護の事業を担いつ

至るまでの思いをお聞かせください。

つ、両法人を一体的に運営すること

えるときに、

基本的には、 米国のIntegrated

で、統合的な面展開を進めてきたわ

① 垂直連携する医療 1D

Healthcare Networkのように、医

けです。見方を変えれば、中学校区

②「地域で連携する」医療・介護 ２D

すが、この間、地域の状況は大きく

地域の医療の質を下げることになっ

療や介護・福祉、生活支援などを統

が基本とされる地域包括ケアシステ

③「生涯を通じた」医療・介護 ３D

変わりました。少子高齢化と過疎化

てしまいます。そうすると、この地域

合的（＝Integrated）に提供してい

ムの拡大版ということができるかも

生涯継続的な健康・疾病管理Life-

によって小・中学校や高校の統廃合

で住み続けたいという思いが損なわ

1980年、日本医科大学卒業。86年、金沢大

きたいという思いから、事業展開し

しれません。

log

が進み、街中を歩いている人も減っ

れ、さらに過疎化が進むという悪循

第2外 科助手。92年、恵 寿 総合病 院 外 科科

てきています。職員募集でも苦労す

環に陥ります。そうなってしまえば、

ります。
私は、地域包括ケアシステムを考

――どのような考え方で地域振興に取

や脳外科などで専門性の高い手術を

り組んでいらっしゃるのでしょうか。

していますが、患者さんの数が減る

理事長となって20年余りになりま

と専門医を抱えきれず、 その結果、

てきました。能登地域では高齢化が

医療や介護はそもそも、典型的な

進むなかで、まさに「統合的な」サー

地域密着型の事業です。さらに、生

施設中心の医療から生活中心のケ

るようになりました。経営者としては

積極的に住み続けたい地域ではなく

ビス提供が、この地域の住民の皆様

活支援や予防医療まで考えると、と

アDaily Life Basisへ➡セルフマネ

もちろん、地域住民としても危機感

なってしまいます。
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④ 日常生活圏域を基点としたケア ４D

げようと思いついたものです。
ところが、開設間もない同年３月
25日に能登半島地震が発生、七尾
かんの・まさひろ
学大学院医学専攻科卒業。89年、金沢大学
長。同病院長を経て95年、特定医療法人財
団（2008年11月より社会医療 法人財団）董
仙会理事長。11年、社会福祉法人徳充会理
事長併任。

季刊 solasto Spring 2017

05

市では震度６強を記録し、和倉温泉

送迎できるか、と言われれば、それ

比べて５〜10歳は若返っていると推

も大きな被害を受けてしまいました。

は無理です。交通インフラの整備は

定されています。さまざまな仕事の

その時、PETツアーを能登復興のた

本来、行政の役目。民間である私た

担い手としてはもちろん、自治会や

めに使おうと決意したわけです。

ちができることは限られます。

町内会でのボランティアなど地域で

このPETツアーは、現在も続いて
います。七尾市のふるさと納税の返
礼品にもなっており、多くの方にご利

介護職が学ぶ場づくりも
在宅医の使命である

働いてもらえます。七尾市の規模の
街で一流のスキルや経験を持つ人を
募集してもなかなか集まりませんが、

用いただいています。また、近年は中

――外から観光客に来ていただく、あ

国を挙げて日本版CCRCが進められ

国をはじめとする海外からのご参加

るいは地域のなかで活性化を図るとい

ている今なら、身体年齢55歳の人た

もいただいています。年間30組程度

う枠組みを超えて、定住者を呼び込も

ちに来てもらえる可能性は高くなっ

になるでしょうか。

うという取り組みも始めていますね。

ており、チャンスと言えます。

――地域の活性化ということでは、シ

観光産業を活性化させるのも重要

空気がきれいで温泉があり、魚介

ャッター商店街での介護事業所を開

な取り組みですが、観光客だけでは

類がおいしくて土地が余っている地

設しています。

なく、定住人口を増やす必要もあり

域は全国にいくつかありますが、脳

2010年に、小規模多機能型居宅

ます。もちろん、若い人に定住しても

や心臓の専門治療ができる医療機

介護事業所を近隣の商店街に開設

らうことは大切ですが、定年された

関も身近にある地域は、県庁所在地

しました。単に介護事業所を置くこ

方の第二の人生の場として選んでも

以外ではほとんどありません。石川

とでシャッターを上げるというだけで

らうという考え方もあるはずです。

県七尾市はこれらすべての条件が整

なく、人が集まることでにぎやかさを

「恵寿ハッピー・リタイアメント・プロ

っているからこそ、 チャンスだと考

少しでも取り戻したい。そんな思いで

ジェクト」は七尾市で暮らしながら、

え、都会の人たちに移住を勧めてい

した。ただ、新規の開設は介護保険

これまでの経験と能力を生かして仕

ます。七尾市内の賃貸マンションやリ

事業計画に関係することなので、行

事をしてもらえる人に、ヘルスケアの

ノベーション住宅の賃料は都会と比

政との調整が足かせになっています。

新しい担い手としてけいじゅヘルスケ

べて安く、物価も安いため年金生活

あちこちの商店街で事業化していき

アシステムで活躍してもらおうという

の方々にとっては非常に住みやすく、

たいのですが……。

試みです。

また、病院敷地内にはサービス付き

定年後の人たちを地域に呼び込む

高齢者向け住宅を用意しており、必

年は注力し始めています。たとえば、

というと、
「都会から介護老人を連れ

要に応じて医療・介護・生活支援を

運転のままならない高齢の患者さん

てきてどうするのか」と批判されそう

受けてもらうこともできます。

を自宅から病院まで送迎するサービ

ですが、寝たきりの方々を連れてくる

仕事の内容は、医師、看護師など

ス「楽のり君」です。当地でも車社会

わけではありません。私も参加して

の医療職に限らず、介護職や総務・

が進展する一方で、路線バスなどの

いる日本版CCRC構想有識者会議

労務管理・企画広報などの事務職、

公共交通機関が衰退し続けていま

で、年齢階級別に見た医療・介護給

警備や調理、清掃など、多岐にわた

す。通院手段がないという高齢の患

付費と地方の収入を分析したところ、

ります。働き方も、フルタイムで働い

者さんが増えているのです。そこで、

医療や介護給付費は年齢の上昇とと

てもらう必要はなく、地域の若者の

当院のコールセンターを活用、GPS

もに増える一方で、地方公共団体の

成長を支援するような仕事をしても

の配車システムを使い、オンデマンド

収入は65 〜 79歳まではプラスにな

らうことがベストだと考えています。

で送迎を行っています。その方がど

ることがわかりました。つまり「79歳

この４月に、私は七尾市商工会議

のくらいの頻度で来院しているかな

までの方々が来てくれると市町村は

所の副会頭に就きました。地域医療

どの軌跡を追うこともできます。

儲かる」のです。

の充実を図るためにできることを考

一方で、生活支援サービスにも近

ただ、どこまでできるのかは難し

もちろん、移住対象は元気な高齢

えたうえで、地域密着型の事業を展

いところです。けいじゅヘルスケアシ

者です。定年前後、60〜65歳の人た

開する事業者の一人として、地域の

ステムは、広域に面展開しています

ちは元気で、 日本老年医学会の発

活性化に積極的に参画していく決意

から、遠方の患者さんでも無条件で

表によると、65歳は10 〜 20年前に

を新たにしています。
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特集

gandhi / PIXTA

地域医療構想で迫られる

戦略的な
医療機能の選択
今年3月末で、すべての都道府県で地域医療構想の策定が終わり、いよいよ実践へと入っていく。地域
医療構想の目的は地域包括ケアシステムの構築にあり、医療の面からそれを計画的に進めていくものと
位置づけられる。具体的には、2025年の医療需要を予測したうえで必要病床数を算出し、それに向けて
整備を進めていくものと言えよう。医療機能の分化による効率化と、連携の強化による切れ目のない医
療提供を同時に目指すものだ。地域医療の姿は、これによって変わっていかざるを得ない。個々の医療
機関はどのように対応していくべきなのか、考えてみよう。
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特集 地域医療構想で迫られる戦略的な医療機能の選択

概論

2025年の地域包括ケアシステム構築に向けて進められている社会保障制度改革。少子高齢化の

進行で、いまだ誰も経験したことのない社会構造にいかに対応するのかが問われている。なかでも
医療面で中心となるのが地域医療構想であり、これは是が非でも実現しなければならない存在なの

地域医療構想調整会議の進め方
（平成29年度）について
（案）
3月

都道府県全体

調整会議は医療機関が
自主的に立ち位置を定める場

図表2

4

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

（第７次医療計画に向けた
検討を開始）
◦具体的な機能分化・

連携に向けた取組の
整理について

・県全体の病床機能や５事業
等分野ごとの不足状況を明示
◦病床機能の分化・連携に向けた好事例や調整困難事例について収集・整理（国において全国状況を整理）

だ。その背景と制度的な仕組みについてここでは概説する。

◦地域住民・市区町村・医療機関等に対する情報提供（議事録の公開、説明会等）

1
の支援までもが切れ目なくつながることが必然となる。

年期の患者を対象に、救命・延命、治癒、社会復帰をめ

他方、労働生産年齢人口が減少し、少ない人数で多く

ざす「病院完結型」の医療を志向し、医療提供体制を整

の高齢者を支える社会構造になっていく
（図表1）
。特に、

備してきた。しかし、高度経済成長の終えんと時を同じ

医療・介護費用は高齢化に伴い増加するのに対し、保険

くして、急速に少子高齢化が進むようになる。

料等を納める労働生産年齢人口は減少するため、保険

調整会議

日本の医療制度は、高度経済成長の時代、主に青壮

5

▼：国から都道府県へ進捗確認

回目

◦病床機能報告や

医療計画
データブック等を
踏まえた役割
分担について確認

・各医療機関の役割の明確化
・各医療機関の病床機能報告や
データブックの活用
・不足する医療機能の確認

2

3

回目

◦機能・事業等ごとの

不足を補うための
具体策についての議論

・地域で整備が必要な
医療機能を具体的に示す
・病床機能報告に向けて
方向性を確認

回目

・機能ごとに具体的な
医療機関名を
挙げたうえで、
機能分化連携若しくは
転換についての
具体的な決定

4

回目

・具体的な医療機関名や
進捗評価のための指標、
次年度の基金の
活用等を含むとり
まとめを行う

高齢者人口が増加するということは、医療・介護需要

財政はますます苦しくなる。さらに、医療従事者の確保

の絶対量の増加に加え、患者像が変わることで求めら

も難しくなる。こうした社会的背景のもとで、税と社会保

告制度）により把握される地域ごとの医療機能の現状や

各都道府県は、16年度に策定作業を進めており、今

れる医療も変化。
「慢性疾患による受療が多い」
「複数

障の一 体 改革の議 論 がスタートし、三党合意を経て

高齢化の進展を含む地域の将来的な医療ニーズの客観

年3月末にはすべての都道府県で地域医療構想が出そろ

の疾病を抱える」などの特徴を持つ老齢期の患者が、多

2012年、社会保障制度改革国民会議が組織された。

的データに基づく見通しを踏まえたうえで、その地域に

った。今後は、構想を実現するための実践の期間となる。

ふさわしいバランスのとれた医療機能ごとの医療の必要

都道府県にとっては特に17年度は、医療計画の策定も

量を示す地域医療ビジョンを都道府県が策定すること

あることから、連携した議論が求められることになる。

数を占めるようになる。そうなると、病気と共存しながら

17年度は、医療計画策定とも
リンクした議論が求められる

QOL（Quality of Life）の維持・向上を目指す医療が
求められることになる。患者の住み慣れた地域や自宅で

が求められる」と明記された。これを受け、13年の社会

の生活のための医療、地域全体で治し支える「地域完結

国民会議の議論のなかで地域医療構想の考え方が示

型」の医療である。医療と介護、住まいや自立した生活

され、翌13年8月に出された報告書には「（病床機能報

図表1

▼ 2025年の医療需要
実績値

2012年推計値

（国勢調査等）

（日本の将来推計人口）

生産年齢人口
（15～64歳）
割合
高齢化率
（65歳以上人口割合）
合計特殊出生率
65歳以上人口
15～64歳人口
14歳以下人口

14,000
12,730万人 ※1

3,685

8,000

生産年齢
人口割合

3,464

50.9％
高齢化率
39.9％

6,773
25.1％※1

4,000
4,418

2,000

合計特殊
出生率

1.41
（2012）

1.35
1,204

0

791

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010 2013 2015
2025
2035
2045
2055
出所：総務省「国勢調査」
及び「人口推計」
、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）
：出生中位・死亡中位推計」
（各年10月1日現在人口） 厚生労働省「人口動態統計」
※１ 出典：平成25年度総務省「人口推計」
（2010年国勢調査においては、人口12,806万人、生産年齢人口割合63.8％、高齢化率23.0％）
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能報告制度による情報の共有、▼都道府県計画に盛り

例）医療機能の分化・連携を進めるための施設・設

8,674

整会議」が設置される。地域の医療機関が協調して、▼

▼ 2025年に目指すべき医療提供体制

▼ 目指すべき医療提供体制を実現するための施策

10,000

実践については、構想区域単位で「地域医療構想調
医療機関が担うべき病床機能に関する協議、▼病床機

市町村）ごとの医療機能別の必要量

62.1% ※1

調整会議への積極的な参加が
医療機関には求められる

・入院・外来別・疾患別患者数等
・二次医療圏等（在宅医療・地域包括ケアについては

11,662

12,000

6,000

法で、法的に位置づけられた。
地域医療構想で示されるのは、以下の事項だ。

日本の人口の推移

人口（万人）

保障改革プログラム法、14年の医療介護総合確保推進

備、医療従事者の確保・養成等

込む事業に関する協議、▼地域医療構想の達成の推進
——について議論する。
調整会議が、
「病床削減を目的としている」と考える向
きもあろうが、決して「削減ありき」ではない。厚生労働
省の担当者は、
「地域で、医療の将来像を、関係者が集

都道府県が、地域医療構想区域ごとにこれらを定め

まって話し合っていただく場であるということが重要。そ

る。構想区域は、基本的には医療計画の二次医療圏と

のなかで各病院が、自院の立ち位置を見据え、地域のな

同じとされる。医療機能については、病床機能報告制度

かでの役割を選択していくことになる。その結果、ある

において、
「高度急性期」
「急性期」
「回復期」
「慢性期」

べき姿に『収れん』していくのではないか」と説明する。

の4つに区分されており、17年に出された地域医療構想

今年2月には、厚労省が「地域医療構想調整会議の役

策定ガイドラインでは、25年の医療需要は、診療報酬

割等の整理」を出し、このなかで、調整会議のスケジュ

の出来高点数によって区分を振り分け、区分ごとの需要

ール案も示しており（図表2）、多くの場合、これに沿っ

を予測することになっている。ただしこれは、個々の医

た議論が行われるだろう。個々の医療機関にとって、積

療機関の報告には適用されない。

極的な参加こそが重要になるだろう。
季刊 solasto Spring 2017
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各論

連携の仕方も含めた
役割分担を
地域で協調して考える

地域の状況も併せて勘案して戦略的に像を描いていく

療施設の廃止に伴う介護医療院の創設など、介護保険

必要がある。特に17年度は、18年度の診療報酬・介護

制度の改正についての目配りも必要になる。

報酬同時改定へ向けた議論が本番を迎えるうえ、第7

地域医療構想会議の場では、こうした環境の変化も

次医療計画の策定作業が行われる。急性期医療に関し

踏まえたうえで、地域全体の急性期機能のあり方を議

ては、早くも一般病棟7対1入院基本料のあり方につい

論すべきだろう。そこから自院の立ち位置を定めてい

て、舌戦が繰り広げられている。また、介護療養型医

くことが「協調」時代の機能再編であろう。

地域医療構想では、医療機能の分化と連携の強化がうたわれている。構想区域ごとに、4つの機
能それぞれの必要病床数が定められ、地域医療構想調整会議の場で、医療機関が自主的な選択
をしていくことが求められている。個々の医療機関は、どのような対応をしていくべきなのか。戦
略的な視点から、打つべき「一手」を考えていきたい。

不足地域多く誰が担うかが課題に

回復期・

回復期機能
・急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医

診療報酬の方向性も踏まえた検討を

高度急性期・急性期・
高度急性期機能

・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、
診療密度が特に高い医療を提供する機能

転換するということも考えられる。
また、急性期機能があまり強くないという認識がある
なら、回復期機能に特化するというのも一つの考え方

急性期機能

だ。地域包括ケア病棟で、高齢者の軽度救急を受け入

・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、

れる「在宅後方支援」の病院になることも考えられる。

医療を提供する機能

療やリハビリテーションを提供する機能
・特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚

連携のあり方も含めた議論を
地域全体で
「協調」
して行う
地域医療構想では、必要病床数が病床機能報告にお

部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰

ける報告病床数を大きく上回っているケースが多い。

を目的としたリハビリテーションを集中的に提

これは、ごく一部を除き大都市部、地方にかかわらず

供する機能（回復期リハビリテーション機能）

共通の傾向となっている。

医療資源投入量は、退院調整に要する幅を見込み、
175点以上、急性期との境界点は600点とされる。
病床機能報告制度による定義では、回復期リハビリ

基本的には多くの構想区域で、回復期機能の整備を
進めていかなければならない。その時に問題となるの
が「誰が担うのか」である。

また、区域内に他に病院がほとんどないような場合に

テーション病棟についてはわかりやすいものの、それ以

「○×リハビリテーション病院」のように、回復期リハビ

は4つの機能すべてを一病院で担わなければならない。

外については、どこまでを回復期に位置づけるかがあい

リテーション病棟を中心とした病院ならば、主に回復期

の医療資源投入量（出来高点数）が、高度急性期では

患者像をしっかりと分析し、最も効率的な病棟の組み合

まいだとの指摘もある。そのため、医療機関側の主観的

を担うことがわかりやすい。しかし、地域包括ケア病棟

3000点以上、急性期では600点以上とされた。あくま

わせを選択すべきだろう。

な自己申告になっていることも多いとみられる。

などの場合、一般病床、療養病床のいずれからも届け出

2025年の必要病床数算定に当たっては、1日あたり

で参考だが、一つの目安としては考えられるだろう。
高度急性期・急性期機能の必要病床数は、大都市部
の一部の構想区域では、病床機能報告制度による現状
より多くなる傾向にあるものの、それ以外の多くの構想

診療報酬の方向性なども
踏まえた検討が必要
医療政策全体の流れからしても、急性期病床では、

実際には、回復期リハビリ病棟のほか、地域包括ケ

が可能。大学病院の本院が届け出ている場合もあれば、

ア病棟の多くや、一般病棟の13対1、15対1の入院基

療養病棟が何百床もあるなかで1病棟だけ地域包括ケ

本料を届け出ている病棟の一部が回復期として報告し

ア病棟を届け出ているという病院もある。

て い る と 見 ら れ る。地 域 包 括 ケ ア 病 棟 の ポ ス ト ア

臨床的な意味では、どちらでもいいのだろうが、地

区域では現状より少なくなる傾向にある。特に、高齢者

病床稼働率を上げるために入院期間を長めにとるとい

キュートの機能はまさに回復期だと考えられるが、サ

域包括ケアという側面から見ると、患者がシームレス

人口がピークオフして人口減少が激しい地域では、その

う考え方は今後通用しなくなる。入院期間を短縮し、

ブアキュートの部分は急性期機能とも捉えられる。両

に在宅に向かって動いていくようにしなければならな

差が大きくなりがちだ。

日当点を上げ、回転率を高めることで収益を確保す

方にまたがって報告しているのが実態だろう。

い。そこは、地域の状況によって、協調して最適解を

こうした構想区域では、当然ながら急性期の病床数
は減らす必要が出てくる。まして、今後も診療報酬におけ

る。そうした意識に転換せざるを得ない。入院患者数

回復期機能は、地域包括ケアシステムの構築を考え

見つけていかなければならない。

た時、非常に重要な意味を持つ。
「住み慣れた地域で

調整会議は、まさにそのための場と言えるのではな

逆の見方をすれば、現在病床稼働率重視で平均在院

最期まで暮らす」という趣旨の実現には、高齢者が

いか。急性期機能が過剰な地域では、余剰分の病床を

明らかで、在院日数短縮の流れもまだまだ続くだろう。

日数の長い急性期病棟は、ダウンサイズは必然という

「ほぼ在宅、ときどき入院」というスタイルをとること

不足する回復期機能に転換していくことが、必然とな

従って、現状の病床数を抱えたまま急性期であり続ける

ことになる。病院全体をダウンサイズするか、一部を

が求められる。
「ときどき入院」後、青壮年であれば急

ろう。一方、慢性期機能が過剰な地域では、当然なが

ことは困難と言わざるを得ないだろう。

回復期や慢性期に転換するかは、構想区域の事情によ

性期病棟から直接自宅に帰ることができるが、高齢者

ら慢性期病床の余剰分を回復期に転換することが求め

るだろう。場合によっては一部を「介護医療院」に転

の場合、回復に時間がかかりリハビリテーションが必

られる。その際、回復期リハビリテーション病棟につ

換することも選択肢の1つだ。

要になることが多くなる。急性期の項で述べた通り、

いては、対象疾患が限定されていることに注意が必要

る7対1入院基本料などの算定要件が厳しくなることは

取るべき方策はいくつか考えられるが、構想区域の状
況によって制約が加わる。たとえば、周辺の急性期志向

が同じなら、必要なベッド数はより少なくなる。

の医療機関と、診療科を調整して得意分野に集中、場

25年の急性期の病棟の姿を考える時、地域医療構想

急性期病棟での在院日数短縮の流れは続くと考えら

だろう。ニーズに合わせて、適切な入院料を選択しな

合によってはダウンサイズを検討する。回復期機能が不

だけで判断できるものではない。診療報酬、介護報酬

れ、回復期機能の充実と、急性期との連携の強化がこ

ければ、地域全体で効率的な医療提供体制をつくるこ

足している構想区域なら、一部を地域包括ケア病棟に

の動向や、介護保険事業計画などにも目を配りつつ、

れまで以上に重要になってくるだろう。

とはできない。
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大きな転換点を迎えあり方改革が求められる

慢性期・

の創設である。

慢性期機能

慢性期中心の医療機関は、こうした背景を踏まえ、

介護療養病床は、経過措置期間を6年間延長すると

・長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

在宅との一体的な整備
在宅医の支援も視野に

ともできる。
そのうえで、
「在宅」復帰をいかにサポートするか、
追求することも必要だろう。訪問診療や訪問看護の機
能充実はもちろん、在宅医をサポートする機能、さら

かつ地域の状況を勘案して、自院の戦略を考えていか

にはサービス付き高齢者向け住宅（サ高住）や介護医

なければならない。

療院（医療外付け型）などの「住まい」を提供すること

・長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度

したものの、原則としてその間に介護医療院等への転

の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者ま

換を図らなければならない。そして17年度は、介護医

地域医療構想では、療養病床が過剰であるとされる

たは難病患者等を入院させる機能

療院の施設基準や介護報酬などが、社会保障審議会介

構想区域が多い。これは、現状の慢性期機能への入院

こうした方向性を、構想区域の提供体制を勘案しな

護給付費分科会での議論を経て、決定される。

患者が、一定程度在宅医療等に移行するとの想定が理

がら、確認していくことが必要になる。その際には、

慢性期については、医療需要予測に医療資源投入量

まで考えられるだろう。

は用いず、2013 年度のレセプト情報・特定健診等情

医療療養病床についても、在宅復帰機能強化加算の

由の1つと言えよう。構想ガイドラインでは、慢性期

市区町村が策定する介護保険事業計画との整合も取ら

報データベース（NDB）のレセプトデータによる療養

創設などにより、たとえ医療依存度が高いとしてもあ

機能と在宅医療等は一体のものとして考えるとする方

なければならない。

病床の入院患者数のうち、医療区分1の患者の70％を

くまで在宅復帰を目指すという位置づけが大きくなっ

向性が示されてもいる。

（高度）急性期ばかりでなく、慢性期医療も大きな転

在宅医療等で対応する患者数として見込み、さらに入

ている。これは、急性期病床におけるあり方の議論と

しかし、その在宅医療等の機能の充実は、全国的に

換点を迎えていることは間違いない。特に「高齢者収

院受療率の地域差を解消のために、全国の最小値や中

共通しているが、看護師等の配置だけでなく、患者の

も不足している状況だ。慢性期機能は、構想区域の在

容所」的な運営を続ける医療機関は生き残ることは困

央値に合わせて調整し予測するとした。

状態像による評価をすることで、より最適な病棟を選

宅医療等の充実度に大きく左右されるのと同時に、在

難だ。慢性期医療は、地域包括ケアシステムのなかで

択すべきという方向性に沿ったものと言うことができ

宅医療等の機能を自ら担うという選択肢も出てくるだ

どんな役割を果たすのかを第一義に、ドラスティック

る。

ろう。在宅医療等は、慢性期医療の一環だと考えるこ

な経営改革が必須となるだろう。

こうした調整のため、必要病床数が病床機能報告制
度による報告病床数を下回る構想区域も多い。ただ、

また、療養病床であっても回復期リハビリテーショ

大都市部周辺では慢性期機能が圧倒的に少なく、必要

ン病棟や地域包括ケア病棟の届け出が可能であり、
「治

病床数が現状を上回るケースもある。
慢性期医療を取り巻く環境は、激変期を迎えようと
している。まず、介護療養病床の廃止と「介護医療院」

療して自宅に帰す」機能がより重視されていると言えよ
う。

在宅機能等はこれからの
普及が強く望まれている

図表3 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）
医療機関

医療機能を内包した施設系サービス

(医療療養病床20対1)

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。

新
（案1-1）
●医療区分ⅡⅢを中心とす
る者。
●医療の必要性が高い者。

新
（案1-2 ）

●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。 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。
施設

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。

医療機関に併設

現行の特定施設入居
者生活介護

新
（案2 ）

●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。
居住スペース

●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。

訪問診療

●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

●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

●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

▶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

高い介護ニーズに
対応
施設
医療機関

多様な介護ニーズ
に対応
施設
医療機関

※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。
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・医療療養
病床
（20対１）
・診療所
（有床又は
無床）
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。

●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

多様な介護ニーズ
に対応

中小病院が在宅支援の拠点に

在宅医療等・

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

（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。

による対応を可能とするべきという提言もなされてい
る。
一方で、中小病院については、地域包括診療料の算

在宅医療等の医療需要の推計は、2013年に在宅患

定ができるほか、在宅療養支援病院の届け出が可能と

者訪問診療料を算定している患者の性・年齢階級別の

なるなど、かかりつけ診療所的な機能を果たすことも

割合を算出し、これに当該構想区域の25年における

求められている。こうした立場を踏まえ、中小病院が

性・年齢階級別人口を乗ずることによって、在宅医療

在宅医療の普及へ向けた旗振り役となることも考えら

等の医療需要に含めて推計する。加えて、介護老人保

れるだろう。

健施設の施設サービス受給者については継続的な療養

自院で在宅機能を持つことはもちろん、地域のかか

を提供されていることから、13年の介護老人保健施設

りつけ診療所が在宅機能を持つための広報支援の役割

の施設サービス受給者数の性・年齢階級別の割合を算

を果たし、さらに地域包括ケア病棟などを活用して

出し、これに当該構想区域の25年における性・年齢階

「後方ベッド」として機能させることも効果的だろう。

級別人口を乗じて総和することによって、在宅医療等

機能分化と連携の推進ということを考えた場合、都

の需要に含めて推計するとされた。結果策定された地

市周辺部での、特に専門特化型を除けば、中小病院が

域医療構想では、全国的に、在宅医療等の普及が進ん

急性期の医療機関として存続していくことは、今後ま

でいない状況が明らかになっている。

すます困難になる。地域包括ケアシステムの拠点とし

中央社会保険医療協議会（中医協）の議論では、在

て、かかりつけ機能をはたしつつ、
「ほぼ在宅、ときど

宅医療は基本的にかかりつけ医が担うべきとの論調が

き入院」を、丸ごと支える存在になるという考え方が

強くなっている。一方で、診療所が在宅医療に取り組

求められていると言えよう。調整会議のなかで、在宅

めないのは24時間対応が困難であることが最大の理

医療の普及をしっかりと主張していくことが、他医療

由となっており、これを解決するために、グループ化

機関や行政に対するアピールになるはずだ。
季刊 solasto Spring 2017

13

「三郷医介塾」のあゆみ

“介護医療”とも呼ぶべき医療がある

ことを知ったという髙橋公一院長。多

職種が協力し合い、相互にレベルアッ
プを図っていくための勉強会の場とし

て立ち上げた「三郷医介塾」をはじめ、

“介護医療”の現場で実践してきた多

ケアの質の向上を図るために
全職種のレベルアップが必要

約500人の在宅患者を診ている

ルが動く形のチーム医療が当たり前だ

ますが、三郷医介塾は、現場の実践例

と思っていたという。しかし、地域医療

を普通の介護スタッフがプレゼンすると

に携わるようになり、介護現場で求めら

いうもの。地域に根ざした実践家の取り

れるのは急性期医療で行われるような

組み事例ですから、参加者が明日からで

医師中心のチーム医療ではないと気づ

も自施設で活用できるのが特徴です」

いた。優秀な１人の医師の存在よりも、

当初は髙橋院長の連携施設からの参

介護職、医療職全体の底上げを図るほ

加者がほとんどだったが、人づてに聞い

うがケアの質を高めることにつながる。

て参加を希望する介護関係者・医療関

その思いからスタートさせたのが、
「三

係者が増え、いまでは連携関係のない

郷医介塾」だ。

施設のスタッフや調剤薬局の薬剤師、看

仲間の輪が広がり
新たな連携が生まれる

さん

職種連携の取り組みについて聞いた。

みさと中央クリニック院長

介護職も含めた多職種で患者を支える

髙橋 公一

える立場になり、医師中心ではなく、

地域の医療職・介護職を底上げする
「医介塾 」の取り組み

大学病院の外科医から地域医療を支

多職種が集まる「三郷医介塾」

取り支援活動を行っている葬儀社の社
長など、さらに多様な職種の人たちが集
まるようになった。医介塾を通じて知り

「医介塾」は2012年に東京都大田区で

合った人同士の輪も広がり、新たな連携

始まった医療・介護の多職種交流会であ

も生まれているという。

2015年5月 「三郷医介塾」を発足。
「注目されている介護施設の手法や効果
的な取り組みなど、明日から使えるよう
な実践例を発表・共有する場」として隔
月1回開催。毎回50 ～ 60人の介護職、
医療職、関連企業が参加。発足から3年
目を迎える今 年4月に第11回三郷医介
塾が開催された。

「三郷医介塾」主なテーマ
第11回

2017年4月

【講演】
「医療・介護職における心の余裕～
香りと臭覚の可能性～」
「ご家族に満足感と安心感を与える
アロマと終末期ケア」
「医療介護におけるナラティブとス
ピリチュアル」
【パネルディスカッション】
「～新たな医療と介護連携～」
第10回

2017年2月

【講演】
「調剤薬局の介護参入と融合」
「デイサービス×保育園」
「看取り、そしてその後」
【パネルディスカッション】
「～異業種連携とその活用方法～」

る。その後、全国各地で活動に賛同した

髙橋院長は「現在のメンバーは介護職

医療・介護関係者が「塾長」と呼ばれる

が大半を占めていますが、若い医師にも

世話人となり、それぞれの地域で会を運

積極的に参加してほしい」と語る。在宅

営するようになった。地域における多職

や施設で行われる医療は、介護と同時

学留学、埼玉医科大学病院 消化器・一般

種連携の必要性を感じていた髙橋院長

並行的に行われる、
“治す”というより

外科を経て、2008年、みさと中央クリニ

も、その趣旨に共感し、連携施設の介護

“支える”に近い医療。そうした現場では

職や医療職に声を掛け、自ら「塾長」と

介護がメインとなるため、医師は介護側

査、X線検 査のために積極的に足を運

なって2015年春に「三郷医介塾」を立ち

の方針やアプローチを尊重しながら医

ぶ。
「一般的には、患者さんが施設から

上げた。医介塾の塾長を医師が務める

療を提供することが求められる。
「若い

医療機関に受診に来られるケースが多

のは初めてのことだ。また多職種交流会

医師は考え方が柔軟なので、こうした医

療と介護の垣根を越えた、多職種との

いと思いますが、私はなるべくこちらか

に加え、参加者同士が取り組みを紹介し

療のあり方を受け入れやすいのではない

ていねいなやりとりの積み重ねがスタッ

ら施設のほうに出向くようにしていま

合う勉強会を開催しているのも、三郷医

かと期待しています。介護側との連携の

フのレベルアップを促し、結果として、患

2008年の開業 以 来、埼玉 県 三郷市
を中心とする地域医療に携わり、現在は
在宅、施設も含め、約500人の患者を診
ている髙橋公一院長。連携施設以外の

撮影：関口宏紀

たかはし・こういち
1996年、埼玉医科大学医学部卒業。埼玉
医科大学 病院 第一 外 科、公立昭和病院
心臓 血管外 科、米ジョンスホプキンス大

ックを開院。

老健などにも、胃ろう交換やエコー検

第9回

2016年12月

【講演】
「施設での胃ろう交換の実践」
「胃ろう交換を往診に切り替えたこ
とで得られたもの」
「次世代ナースが目指すプライマリ
ヘルスケアの形」
「暮らしの保健室をつくりましょう」
【パネルディスカッション】
「～新たな医療と介護連携～」など

す。患者さんや施設の負担軽減のためで

パーソンとなって、施設内外のスタッフ

は、スタッフの能力や技術は向上しませ

介塾の特徴のひとつだ。

コツは、介護職とフラットな関係を築

者の望む医療・介護の提供につながるの

もありますが、患者さんが日常を過ごす

を巻き込んでいく連携だ。施設を訪問し

ん。私が患者さんと会うのは週に１回２

「私が嘱託医を務めている施設の中に

き、十分にディスカッションすること。医

です」

施設内で、スタッフと一緒に診ることに

た際には、看護師や薬剤師、管理栄養

時間程度。一方、施設のスタッフは日常

も、おむつ外しが得意なところ、常食化

意味があると考えているからです」と髙

士などと一緒に患者の訴えを聞き、処置

的に患者さんに接しているのですから、

に力を入れているところなど、それぞれ

橋院長は話す。

の方法や処方すべき薬剤について、とも

そうした人たちが自分で患者さんの状

に強みがあります。そうした得意分野の

に考え、話し合いながら適切な対処法を

態を的確に把握し、適切にケアできるよ

ノウハウを他施設のスタッフにも共有し

院内組織における連携がイメージされる

導くよう努めている。

うになることが重要だといえます」

てもらい、地域全体のケアの質を向上さ

が、髙橋院長が実践している連携は、特

「処置の仕方や薬の種類を医師が１人

髙橋院長も大学病院の外科医だった

せることが大きな狙いです。有名な講師

養などの他組織に入っていき、自らキー

で判断し、一方的に指示を出すだけで

頃は、医師の指示で周りのコ・メディカ

を呼んで勉強会をしている医介塾もあり

医療現場で「多職種連携」というと、
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みさと中央クリニック
埼玉県三郷市中央1-4-13
http://misatochuoclinic.com/index.html
2008年の開院以来、プライマリ・ケアはもとより、内視鏡の専門
治療や在宅医療にも力を入れている。病院勤務医時代に外科医と
して術後の栄養ケアなどに取り組んできた強みを生かし、栄養管
理を採り入れた患者の負担の少ない治療を実践している。
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╲あしたを元気に！／

ソラスト施設

「通い」
「泊まり」
「訪問」
「ケアマネジメント」
４つの機能で地域住民を包括的に支援

ショートステイも部屋に空きがあれ
ば、いつでも利用できる。また、訪
問介護についても、薬の確認や見守
りなど数分の訪問や複数回の訪問も
可能だ。現在、要支援１から要介護

訪問記

５まで幅広い要介護度の目黒区民

（上左）
「やさしさ」と「安心」
がスタッフのモットー
（上中）幅広い年代のスタッフ
が利用者に寄り添う
（上右）
“人生の大先輩”への
敬意も忘れない
（左）スタッフと利用者が頻繁
に声を掛け 合い、笑 顔が 絶
えない

22名が同施設を利用している。

地元町内会の活動にも
積極的に参加

小規模多機能
た か ば ん

鷹番あやめ

小規模多機能型居宅介護は地域

（東京都目黒区）

密着型サービスだけに、鷹番あやめ
では地域活動に力を注いでいる。鷹
番１・２丁目町会が月に１回、同施

施設長
こう ご

えい じ

向後 栄二さん
設立
所在地
TEL
FAX
スタッフ数
提供サービス

2013年10月
東京都目黒区鷹番2-6-8
03-5794-8363
03-3713-8370
16名
小規模多機能型居宅介護（定
員29名）、グループホーム

「利用者様はもちろん、働く人が大事」と話す向後施設長。ワークライフバランス
のとれた働きやすい勤務形態と、風通しの良い職場の雰囲気がスタッフのやる気

を後押ししている。鷹番あやめの利用者が皆生き生きと輝いているのは、スタッフ

の笑顔とエネルギーが伝わるからだ。利用者とスタッフ双方からあふれる元気の相
乗効果で、今日も施設には歓声が絶えない。

地域住民の交流の場「ほっとサロ

勢16名。良いチームワークを築き、

みにも余念がない。向後さんは「ス

ン」への参加もそのひとつだ。

保つために欠かせないのは、やはり

タッフ会議の際、まず私が10分ほ

「町内会の催しには利用者様とと

対面での話し合いだと言う。毎日の

ど講義を行い、その後、皆でテーマ

もに積極的に参加して、地域住民の

朝礼はもちろん、月２回のスタッフ

に沿って意見交換します。ソラスト

方々との交流を心がけています。し

会議を定期的に開催。さらに、向後

は研修マニュアルが充実し、業務に

かし、施設の周知はまだまだです。

さんは３カ月に１回、スタッフ全員

活かすことができるので、モチベー

と個人面談を実施している。

ションが上がります」と語る。

『相談するなら鷹番あやめへ』と言

「一人につき１時間、じっくりと話

ぞれの機能を柔軟に組み合わせなが

事に参加するだけではなく、準備段

を聞くようにしています。私からい

ら包括的な支援を行っていく。

階から関わることも考えています」

つも伝えているのは『働く人が一番

江戸時代、鷹番屋敷が置かれてい

「たとえば、通常のデイサービス

と、向後さんは説明する。

大事』ということ。常日頃感じてい

たことが地名の由来とされる目黒

では夕方帰宅しますが、小規模多

2015年からは同施設の夏祭りに

る謝意や頑張りに対する労いの気

区鷹番。東急東横線の学芸大学駅に

機能では夕食を食べて帰ったり、そ

地域住民を招待している。昨年は施

持ちを、きちんと言葉にして本人に

もほど近い、この閑静な住宅地に建

のまま泊まったりと利用時間を選

設前でかき氷を無料で振る舞い、ヨ

伝えるよう心がけています」

つのが「小規模多機能鷹番あやめ」

べるのが特長です。半日利用や遅

ーヨー釣りのアトラクションを提供

だ。2013年10月に株式会社ココチ

めのお迎えなど、利用者様のご希

するとともに、スタッフが交代で呼

広く、男女の比率は半々だ。

ケアの一施設として開設。昨年２月

望に沿えるよう対応しています」

び込みに汗を流し、夏祭りと施設を

「年齢が若くても経験は多い場合

の合併に伴い、ソラストへの仲間入

と、施設長の向後栄二さんは話す。

大いにアピールした。

もあるのが介護職。 鷹番あやめで

「今夏の企画を目下、検討中です。

も、50代のスタッフが20代のスタ

このほか、地域の人に向けたバザー

ッフに聞くことが多いのですが、若

の開催なども考えています」

いスタッフはしっかりと教えていま

るのは、魅力あふれるスタッフの

す」。スタッフの良好な関係性を保

皆さん。なかでも施 設 長は尊敬

規模多機能型居宅介護は、

季刊 solasto Spring 2017

フのレベルアップに向けた取り組

ってもらえるように、今後は地域行

鷹番あやめが提供する小
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向後さんは胸を張る。スタッフは総

作成するケアプランに沿って、それ

利用者一人ひとりの要望に
柔軟に対応

りを果たした。

（上）鷹番あやめの外観
（下）チームワーク抜群のスタッフ

設近くの鷹番会館で開催している

デイサービスとショ ートス

チームワークの良さと
向上心が自慢

テイ、訪問介護、ケアマネ
ジメントの４つの機能を併
せ持つ、地域密着型のサー

「鷹番あやめの特徴は、スタッフの

ビスだ。ケアマネジャ ーが

チームワークが良いことです」と、

地域行事にも積極的に参加

スタッフの年齢は20〜50代と幅

つ秘訣は、施設長である向後さんの
細やかな配慮とリーダーシップにあ
りそうだ。
もちろん、より良い介護とスタッ

利用者の声
ふ

せ よし まさ

布施義正さん（80）
2014年1月から
利 用しています。
家内を亡くし一人暮らしですが、
通いだけでなく、泊まりも訪問も
すべて顔なじみのスタッフが面倒
を見てくれるので安心です。施設
の居心地は「素晴らしい」の一言。
週４日利用しており、休んだこと
がありません。もう我が家みたい
なものです。
鷹番あやめで一番気に入ってい

できる人で、
「先生」と呼んでいる
くらいです。私は賑やかなことが
大好きなので、施設の行事をいつ
も心待ちにしています。

季刊 solasto Spring 2017
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PERSON’S
CLOSE UP

“人のお世話”が
常に身近なところに

笑 顔のひと

コトバの

●今月のコトバ●

ると思う」と背中を押してくれたことが

の大先輩。そのため、気をつけているの

大きかったと思います。

は言葉遣いです。絶対に上から物を言

鷹番あやめは利用者様との距離が近

ったりしないように、常に注意していま

大学で４年間、福祉の勉強をしてきま

く、そのアットホームな雰囲気が「自分

す。うれしい出来事はたくさんありすぎ

した。福祉を志したのは、ガールスカウ

には合っている。自分らしく働ける」と

て、選ぶのに困るほど。たとえば、利用

トでのボランティア活動を通して興味

感じ、入社を決めました。

者様から「あなたが夜勤だとよく眠れ

を持ったのがきっかけです。ガールスカ
ウトの活動は、キャンプなどの野外活動
をはじめ、奉仕活動や募金活動、難民の

ワークライフバランスが充実した
職場で資格取得を目指す

鍵

地域医療連携推進法人

る」
「あなたの笑顔が安心印よ」と言っ
てもらえたこと。名前を覚えてもらえた
り、頼ってもらえると、少しは役に立っ
ているのかな、と喜びを覚えます。

子どもたちに文房具を送る活動など多

実際に働き始めてみると、利用者様と

岐にわたります。振り返ると、
“人のお世

のコミュニケーションのとり方に戸惑

仕事にやりがいを感じているので、さ

話”が常に身近なところにありました。

い、１カ月くらいは試行錯誤を重ねまし

らに上を目指す意味でも、介護福祉士

た。
「自分の殻を破ってやるしかない」

の資格取得に挑戦したいと考えていま

2015年公布の改正医療法により創

地 域医 療 連 携

と心を決めてからは、利用者様との関

す。教える立場になったとき、きちんと

出された、医療機関等の機能分化と

推進法人の制度を

係づくりにどんどん入り込めるように。

した知識を後輩に伝えていきたいから

連携の強化を推進するための新たな

利用すると、参加

として関わりたい」という思いが芽生

鷹番あやめは先輩方が優しいだけでな

です。休みの日は友達と会ったり、時に

え、介護業界への就職を考えるように

く、ダメなところはしっかり教えてくれ

は旅行に出かけたり。鷹番あやめは、毎

仕組みで、4月2日に施行されました。

法人の間で、病床

なりました。それには、病院で介護に携

るので勉強になります。

日忙しいですが、自分の時間が持てる

12年から13年にかけて開かれた

の融通や診療科の

社会保障制度改革国民会議では、

設定、医療機器の

大学では特に高齢者や障害者のボラ
ンティア活動に本格的に取り組みまし
た。
「大変だな」と感じる一方で「職業

わっている母の影響や、兄が「向いてい

毎日ご一緒する利用者様たちは人生

やりがいのある職場です。

毎日が楽しく自然と笑顔に
常に感謝の気持ちで仕事に臨む

小規模多機能鷹番あやめ
介護スタッフ

山口 もなみさん

（やまぐち・もなみ）

小学１年生のとき入会したガー

「競争から協調へ」という主張のなか

設置などについて

で「非営利ホールディングカンパニー

調整可能なほか、

型法人」として紹介され、注目を集

薬剤等の仕入れや人事、事

めています。さらに、同会議の報告

務的業務を一元的に担うこ

書では、
「当事者間の競争よりも協

ともできるなどのメリットが

調が必要であり、その際、医療法人

あります。また、非営利の介

等が容易に再編・統合できるよう制

護事業者等も含めたネットワ

度の見直しを行うことが重要であ

ーク化や情報共有なども可

る。このため、医療法人制度・社会

能になります。

© koti - Fotolia.com

福祉法人制度について、非営利性や

大都市やその周辺部では、これか

公共性の堅持を前提としつつ、機能

ら高齢化が本格化するとされ、まだ

の分化・ 連携の推進に資するよう、

まだ「競争」の環境にあるところが多

社員としては、医療法人だけに限

例えばホールディングカンパニーの

いようです。一方、すでに高齢化がピ

らず、医療機関を開設する個人や、

枠組みのような法人間の合併や権

ークアウトして人口減少が進む過疎

地方公共団体などもなることができ

利の移転等を速やかに行うことが

地や地方の中小都市などでは、
「協

ます。地域医療構想を実現するため

できる道を開くための制度改正を検

調」しなければ地域全体の医療提

の仕組みとも位置づけられており、

討する必要がある」と明記されてい

供機能が維持できない可能性があり

今後多くの地域で検討が始まるので

ます。

ます。そうした地域を中心に、地域

はないかと考えられます。

医療連携推進法人設立の動きが起
きています。

ルスカウトに、中学から吹奏楽
部の活動が加わり、多忙な学
生時代を過ごす。吹奏楽部で
はユーフォニアムを担当。2014
年４月から鷹番あやめの介護
スタッフとして活躍中。
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