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定されたことは、大きな意味がある。これまで急性期を抜けたものの、一定
の医療が必要な人の行き場は限られており、
「特別養護老人ホームにも入れ

8 概論

ソフト・ハード面ともに
生活の場としての整備が求められる

療養病床に入院ということになったケースも少なからず存在する。そうした
人たちの、新たな居場所が生まれたわけだ。

9 先行事例１

社会医療法人財団菫仙会
介護医療院恵寿鳩ヶ丘

介護医療院ではプライバシーも配慮した施設環境のなか過ごすわけだ
が、日々のケアに関しても寝たままにさせずにレクリエーションを行ったり、

10 先行事例２

地域との交流を図ることが求められている。そうなると、入所される人だけ

医療法人社団八千代会
介護医療院八千代病院

ではなく、働く医療・介護職にも意識の変革が求められる。療養ではなく、
生活の場であるからこそ、日々の楽しみを感じさせるような配慮や四季折々

12 転換までのプロセスの実際

医療法人永寿会
陵北病院

のイベントの開催など、医療畑のみで働いてきた人にとっては、カルチャー
ショックもあるかもしれない。
いずれにせよ「生活」とは医療や介護だけで支えられるものではなく、
ドキュメント・ザ・
多職種連携

14

あしたを元気に！
ソラスト施設 訪問記

笑顔のひと

コトバの鍵
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連載

「最期まで口から食べられる街」をつくるために
食を支える地域ネットワークを構築

五島 朋幸さん
新宿食支援研究会代表
ふれあい歯科ごとう代表

新しい取り組みにチャレンジできる良い場所が生まれたとも考えられるだ
ろう。

さん

7 病院経営戦略としての
介護医療院のあり方

なければ、在宅で介護をするのも難しい」という状況に置かれ、やむを得ず

護職双方にとっても、互いにこれまで積み上げてきた知識・経験を活かし、

S

新しい住まいの場である
介護医療院
自立・参加・地域交流がキーワードに

新しい住まいの場が創設
「生活」を意識したケアを考えよう

その人のこれまでの生き方・考え方に応じた対応が求められる。医療・介

T

4 鈴木 龍太
日本介護医療院協会会長

今年の４月に介護医療院が創設された。介護医療院が 在宅施設 と規
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16

和気あいあいとした職員同士の関係と
感謝の気持ちが伝わる職場に

18

初めて０歳児を担当し
保育士としての初心に帰って
がんばります

19

認証保育園

ソラスト東村山（東京都東村山市）
神田 紗希さん

ソラスト東村山

保育士 0 歳児担当

地域医療介護総合確保基金
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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新しい住まいの場である介護医療院
自立・参加・地域交流がキーワードに

鈴木 龍太
日本介護医療院協会

会長

さん

今年４月から開設が始まった、新しい住まいである「介護医療院」。
昨年６月公布の介護保険法改正により創設され、
今年の診療報酬・介護報酬同時改定のなかで、
新しいサービス類型として位置づけられた介護医療院は、
これからの医療・介護がめざす新たな形を示しているともいえる。
今年８月に日本介護医療院協会会長に就任した鈴木龍太氏に、
介護医療院のあるべき姿や今後の方向性を聞いた。

待ったなしで進む
介護医療院への転換
―― 厚生労働省の報告によると、今
年６月末 時点 で21施 設1400病 床 の

撮影／コスガ聡一

病床の廃止はすでに決まっていたの

養 病床は介護療養型老健（転換型

の医療が必要な患者が多いというこ

で、特に介護療養病床を抱える地方

老健）への転換を進めることとなり

とを鑑み、転換型老健以外の新た

の医療機関の注目度は高いと思い

ました。同時に、医療区分も導入さ

な選択肢として、住まい機能の強化

ます。

れました。

を図った新たな施設類型の提案が

そもそも介護医療院は、介護療

このような方針で進みながらも、

なされました。それが、介護医療院

養 病床の転換先として創設された

11年の時点で老健への転換が進ん

です。

介護療養型医療施設（以下、介護療養

経緯があります。介護療養病床は、

でいなかったこともあり、昨年度末

―― 病床削減が進められるなかで、介

病床）からの転 換が多く見られます

介護保険法が施行された2000年に

まで廃止・転換期限が延長されまし

護医療院が新たな転換先として注目

が、現場の医療機関の方は介護医療

新設されましたが、老人保健施設と

た。さらに、16年１月の厚生労働省

されているわけですね。どれくらい転

介護医療 院が 誕 生しました（図表）。

院の誕生をどのように受け止められて

比べて、一人当たりの月間費用は介

社会保障審議会の「療養 病床の在

いるのでしょうか。

護療養病床のほうが高いということ

り方等に関する検 討会」において、

まだ制度も始まったばかりという

が指摘されていました。医療・介護

介護療養病床の平均在院日数が約

転換の対象となるのは、以下のとお

こともあり、様子見の医療機関が多

費削減という政府の方針もあり、11

１年半、死亡退院が約40％、平均

りです。

く見られます。とはいえ、介護療養

年度末での廃止が決まり、介護療

年齢が80歳以上、さらに一定程度

◎介護療養病床5.9万床（2024年3
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換すると予測されているのでしょうか。

昨年度の時点で介護医療院への

図表

介護医療院開設状況

2018 年
4/30 時点

2018 年
6/30 時点

5

21

Ⅰ型の療養床数

264

781

Ⅱ型の療養床数

119

619

療養床数（合計）

383

1,400

施設数

転換元の情報

内訳

205

621

介護療養病床（診療所）

0

10

老人性認知症疾患療養病棟（精神病床）

0

0

100

629

医療療養病床 ※１

40

97

医療療養病床

19

19

19

24

医療療養病床・有床診療所以外の病床

0

0

その他のベッド

0

0

新設

0

0

介護療養病床（病院）

介護療養型老人保健施設
※2

有床診療所

※１ 2018年度改定後の診療報酬の療養病棟入院料１又は２を算定している病床
※２ 2018年度改定後の診療報酬の経過措置が適応されている病床
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「日常的な医学管理が必要な重介護

居者へのかかわり方も、従来の施設

○転換型老健0.7万床

とは変わってくるはずです。

図表にあるように、介護療養病床

者の受け入れ」や「看取り・ターミナ

や転換型老健からの転換が多い傾

ル」の機能を実質的に有している実

向にあります。大都市圏より地方の

態を踏まえて、生活施設の機能を備

ほうが転換に積極的に見えます。

えた新たな施設類型として創設され

今年６月末時点の介護医療院の病

たという経緯もあります。

―― 日本介護医療院協会として、今後

床数は約1400床ですが、この数年

―― 提供するサービスは、病院や老

どのような取り組みをしていきますか。

の間に５万〜10万床にまで増えると

健とはどのように異なっているので

予測されています。特に医療療養病

しょうか。

床からの転換の場 合、介護保険事

「できてよかった」
と
思われる施設をめざす

まずは、当協会に対してどのよう
なニーズがあるのか、動きを見てい

介護医療院の大きな特徴として

きたいと思っています。新しい施設

業計画にない事業を行うことになり、

は、住まいと生活を医療が支える新

ですので、皆で勉強をし、良い方向

さらに地域医療計画にも大きな影響

たなモデルとして創設された点にあ

をめざすことが大切です。

をもたらすことになりますので、行

ります。介護保険上の介護保険施設

さらに、介護医療院に転換した場

政サイドとの連携が欠かせません。

（生活機能）と、医療法上の医療提

合、介護職員処遇改善加算がつくこ

医療・介護・生活施設の
機能を兼務

供施設（長期療養機能）がくっつい

とになりますが、診療報酬上は病院

たもので、
「Ⅰ型：介護療養病床（療

の看護補助者にそうした手当てはつ

養機能強化型）」相当と「Ⅱ型：老人

きません。病棟の一部を介護医療

―― 介護療養病床の転換型老健への

保健施設
（介護療養型）」相当の２つ

院に転換した場合、同じ建物内でほ

移行は進みませんでした。介護医療院

のサービス提供の形があります。医

ぼ同じ業務をしながらも、報酬上の

では、転換はどのように進むと考えら

療機能・介護機能・生活施設機能を

手当てが異なる点も今後は大きな問

れますか。

兼ね備えていますが、法律上の位置

題になると思います。そうしたこれ

まず、転換型老健への転換が進ま

づけでは介護保険施設となります。

から起こるであろう問題も常にキャ

なかった背景から話しますと、転換

提供されるケアは、利用者の意

ッチアップし、当協会で対応を検討

型老健は在宅復帰の役割をもちつ

思・嗜好・習慣を尊重した個別ケア

するほか、国へも意見を述べていき

つも、介護サービス以外に痰の吸引

や、人生の最終段階における医療的

たいです。

や経管栄養などの医療的なケアが

ケア（アドバンスド・ケア・プランニ

医療の提供だけではなく、自立・

必要な人の受け入れを行うなど、介

ング）、褥瘡防止や口腔ケアなども

参加・地域交流をキーワードに、入

護医療院と非常に似ています。しか

含めた維持期のリハビリテーション

所者やその家族、地域住民に「介護

し、転換型老健で大きな問題となっ

などがあります。入所される方には

医療院ができてよかった」と思われ

たのが、介護報酬の評価が低いこと

過剰介護を廃止し、食事や入浴、排

る施設をめざしていきます。

や診療報酬との連動性がないこと、

泄などでの自立支援介護が提供さ

人員配置への手当ても少なくマンパ

れます。また、在宅復帰などをめざ

ワーが足りなかったこと、入院患者

すことや、入所者と地域住民との交

1977年、東 京医科歯 科大 学脳神 経 外 科 卒

一人当たりの居室面積を6.4㎡から

流なども行うことが 求められてお

業。同大学神経外科医員や昭和大学藤が丘

8.0㎡にする工事費用が負担になっ

り、生活の場という位置づけが鮮明

たことなどです。転換する側にとっ

になっています。

て、メリットが薄かったわけです。

生活の場ということで、プライバ

そこで、介護医療院への転換にあ

シーに配慮することがハード・ソフト

たっては、新設費用がかからない、

両面で必要とされます。多床室の場

介護報酬も介護療養病床よりも25

合はパーテーションで区切ったり、
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すずき・りゅうた

病院脳神経外科助教授（准教授）
などを経て、
2009年に医療法人社団三喜会鶴巻温泉病

特集

開催などが期待されます。職員の入

病院経営戦略としての

す。さらに、介 護 療 養 病床自体が

介護医療院のあり方

配置基準25対１の約7.2万床を含む）

今 年 ４ 月 か ら ス タ ー ト し た 介 護 医 療 院︒ 始 ま っ た ば か り の 制 度 と い う こ

ションの実施やレクリエーションの

と も あ り︑ 転 換 の 意 義 や そ の 進 め 方 に つ い て ま だ 議 論 さ れ つ く し て い な い

けるなど、移行をしやすくしていま

ところもある︒本特集では先行的に転換した事例を取り上げるほか︑現在

◎医療療養病床21.6万床
（看護人員

転 換 を 検 討 し て い る 医 療 機 関 の 現 状 と︑ 転 換 に あ た っ て 見 え て き た 課 題・

寝たきりにさせない、リハビリテー

ポイントを見ていく︒病院経営が厳しいなかで︑一つの戦略として﹁介護医

単位高い、移行定着支援加算をつ

療院への転換﹂がありえるのか︑考える一助としていただきたい︒

月末までの移行期間を設定）

院院長に就任。15年に同会理事長も兼任。日
本リハビリテーション医学会専門医・指導医、
日本慢性期医療協会常任理事、日本リハビリ
テーション病院・施設協会理事、神奈川県慢
性期医療協会会長、神奈川県病院協会理事
などの要職を歴任。18年8月に日本介護医療
院協会会長に就任。

© morita - Fotolia.com
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概論

ソフト・ハード面ともに
生活の場としての
整備が求められる

転換型老健から
介護医療院へ
法人経営的にも
早めの転換が有利

先行
事例

1

介護医療院の施設基準も決まり、早速４月から運営を開始した法人もある。その後も徐々

に開設施設数は増えている。しかし、まだ具体的なイメージが見えていないのが現状だ。こ

ソフト・ハードの両面から、
「生活の場」としての仕掛

つ高齢者を対象とした施設で、日常的な医学管理や看

けづくりにどのように取り組むべきかが、介護医療院へ

取り・ターミナルケア等の医療機能と生活施設としての

の転換において大きなポイントとなるようだ。

機能を備える。介護医療院には介護療養病床相当（Ⅰ
型）と老健施設相当以上（Ⅱ型）がある。介護医療院に
転換する対象は主に①介護療養病床（介護療養型医療
施設）、②看護職員配置20対１を満たさない医療療養
病床、③療養病床から転換した介護療養型老人保健施

支援策も充実しているため、試算ではこの数年で５～10
万床が介護医療院になることが期待されている。
人員配置と施設・設備基準は図表１のとおりだが、生
活機能を兼ね備えるため、プライバシーへの配慮が求め

48 :1

100 :1

類型（Ⅰ）

類型（Ⅱ）

（施設で
１以上）

―

―

150 :1

300 :1

―

―

看護職員

6 :1

6 :1

（うち看護師
2割以上）

介護職員

5:1

6 :1

5 :1～4 :1 6 :1～4 :1

薬剤師

人員基準（ 雇用人員 ）

新設費用や職員の新規雇用なども最低限に済む。転換

類型（Ⅱ）

（施設で
3以上）

医師

設となっている。なお、病棟単位での転換もできるほか、

報酬上の基準

類型（Ⅰ）

リハビリ専門職
栄養士

社会医療法人財団
菫仙会理事長
神野正博

介護医療院恵寿鳩ヶ丘

介護医療院への転換については、
「介護医療院の話が

転換後の収入を試算
月に143万円余りの増収に

出てきたことで、転換型老健は一次的なものであるとわ
かりました。転換するなら早いほうが良いと考え、転換
を決めました」と語る。そこで、同法人はⅡ型での具体的

図表１ 介護医療院の人員配置基準
指定基準

病院経営戦略としての
介護医療院のあり方

社会医療法人財団菫仙会

こでは、概論を述べるとともに、すでに転換をした２つの先行事例を紹介する。

介護医療院は長期的な医療と介護のニーズを併せ持

特集

6 :1

6 :1

５月に介護療養型老人保健施設（転換型老健）から

な検討に入った。

介護医療院への転換を図ったのが、石川県鳳珠郡穴水

介護医療院と介護療養型老人保健施設の比較で、人

町にある社会医療法人財団菫仙会介護医療院恵寿鳩ヶ

員配置において問題となるのは薬剤師（300対１、143

丘（143床）だ。同法人は、社会福祉法人徳充会ととも

床では0.48人）のみだったので、非常勤の薬剤師を確

に「けいじゅヘルスケアシステム」を構成し、医療・福

保。療養環境については、居室面積は6.4㎡で減算とし

祉・介護・保健に関する境目のない総合的なサービスを

た。求められるプライバシーの確保要件については、４

提供している。

床の多床室ではすでに家具とカーテンで仕切られていた

介 護 医 療 院 恵 寿鳩ヶ丘の前身は、療 養 病床143床

ので新たな工事は不要だったが、一部の２床室のみ、市

PT/OT/ST : 適当数

―

―

（医療療養病床47床、介護療養病床96床）で2000年に

販のパーテーションを取りつけた。設備については、処

定員100以上で１以上

―

―

開院した恵寿鳩ヶ丘病院。11年度末までの介護療養病

置室やⅩ線装置なども完備されており、追加工事は発生

100 :1（1名以上）

―

―

床の廃止の決定を受け、同院は09年に介護療養型老人

しなかった。
「間仕切りは、大げさな工事をする必要はな

られている点が、大きな特徴となる。多床室の場合、カ

介護支援専門員

ーテンのみで区切ることなどは認められず、家具やパー

放射線技師

適当数

―

―

保健施設へと転換した。転換の経緯について社会医療

く、床頭台などの家具を使ったり、パーテーションを買っ

テーションなどでプライバシーを確保することが求めら

他の従業者

適当数

―

―

法人財団菫仙会の神野正博理事長は、
「11年度末まで

て取りつければ対応できる場合もあります」と、神野氏

に介護療養病床をなくすという原則があったことが理由

はアドバイスする。

れる。入居者は愛着のある物の持ち込みなども認められ

介護医療院の施設・設備基準

ており、より在宅に近い環境でのケアの提供となる。

指定基準

さらに、季節ごとの行事やレクリエーション、地域との

診察室

交流なども行われるため、医療施設からの転換の場合

医師が診察を行うのに適切なもの
定員4名以上、床面積8.0㎡ /人以上

病室・療養室

クリエーションなど実施したことがないスタッフに対して

機能訓練室

40㎡ 以上

は、どのように入所者と接するのかについての研修など

談話室

談話を楽しめる広さ

食堂

入所定員1人あたり1㎡ 以上

浴室

身体の不自由な者が入浴するのに適した
もの

レクリエーションルーム

十分な広さ

その他医療設備

処置室、臨床検査施設、エックス線装置、
調剤所

他設備

洗面所、便所、サービスステーション、
調理室、洗濯室または洗濯場、汚物処理室

が不可欠になることも考えられる。介護施設で働いたこ
とのあるスタッフの登用など、人員配置も単に数字上で
の対応だけで済ませるわけにはいかない。先行して転換
している施設のなかからは「ベッドに寝かせたままでは
病院と変わらない」
「離床を促し、在宅に近い環境をつ
くる」と、これまでにない声掛けを徹底しているという声
も多く聞かれる。
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施設設備

は、職員の働き方・意識の向け方への配慮も必要だ。レ

※転換の場合、大規模改修まで6.4㎡ /人以上で可

のひとつです。さらに、介護療養病床と転換型老健では

同院では、多床室における介護療養型老人保健施設

医師や薬剤師の配置基準が異なっており、医師の確保

と介護医療院（Ⅱ型、面積減算）との比較表を作り、18

が難しい奥能登エリアにおいて、医師数が少なくて済む

年１月の実績をもとに具体的な試算表を作成。移行定

ことも転換を選んだ理由でした」と振り返る。

着支援加算等の加算点数を除いて計算した結果は、月

図表２ 恵寿鳩ヶ丘におけるシミュレーション（2018年１月実績。要介護度3以上の比率91.7％）
【改定前】介護保険施設サービス費（Ⅱ）
要介護度

単価

延べ人数

総額

【改定後】Ⅱ型介護医療院サービス費Ⅰ（看護6:1 介護4:1）
要介護度

単価

延べ人数

総額

差額

1

800

132

105万6,000

1

733

132

96万7,560

▲8万8,440

2

882

215

189万6,300

2

827

215

177万8,050

▲11万8,250

3

996

671

668万3,160

3

1,031

671

691万8,010

23万4,850

4

1,071

1,345

1,440万4,950

4

1,118

1,345

1,503万7,100

63万2,150

5

1,145

1,520

1,740万4,000

5

1,196

1,520

1,817万9,200

77万5,200
計 ￥143万5,510
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病院経営戦略としての
介護医療院のあり方

に143万円余の増収と出た（図表２）。また、診療報酬

先進事例だということで見学者が数多く来訪し、職員

療院へ、12床をグループ有床診療所へと７月に転換し

と、木村氏はすでに結果を出していることに自信をのぞ

上の取り扱いでは介護医療院は住まいの機能を有すると

も「自分たちは新しいことをやっている」という意識が

た。その狙いを、同法人常務取締役の木村正幸氏はこう

かせる。

の考え方から、病院から介護医療院に移るのを在宅復

高まるという結果も出ている。また、人材募集の面でも

説明する。
「安芸高田市では生産年齢人口の減少とさら

転換にあたり、地元の安芸高田市に介護医療院の設

帰と評価され、介護医療院から病院に移るのを在宅から

「介護医療院という新しい形態に興味を持つ、意識の高

なる高齢化の進展が見込まれており、職員確保などに

置を相談した際は、法人として同地に残ること、職員の

の入院と評価される点も、転換の後押しになったという。

い人が集まるようになった」と神野氏。モチベーションの

難航することが予測されました。さらに、介護療養病床

多くが同市民であり、雇用は継続することで、市としても

実際に、療養病床時代と同等の利益水準を転換後も確

高い職員を確保する一助にもなりそうだ。

の廃止が決まっており、今のままの機能をこの地で維持

受け入れに積極的だった。広島県も部署をまたいでの会

転換するかどうかは、試算表を作って判断することを

し続けるのは難しいと判断。これまで培ったノウハウと

議の場なども設置してくれたおかげで、手続き面は比較

神野氏は勧める。続けて、
「転換型老健はほぼ間違いな

環境を残すために、医療の機能をメリィホスピタルへと

的スムーズだったという。

く転換したほうが得です。医療療養病床も、医師や看護

一部移転するとともに、介護医療院でも引き続きケアを

師の手当てに苦労しているならば早く転換したほうがい

することに決めたのです」

保できているそうだ。

転換による新たなサービスの提供が
職員のモチベーションアップに

予想外に難航したのが、周囲の医療機関への周知。
「病院ではなくなる」という話から、転院の紹介が急に減

急性期の患者は「メリィホスピタル」、急性期を抜けた

ったという。そこで、新家氏をはじめとした事務職のほか

転換するにあたって神野氏は、入所者・家族、職員へ

ものの医療依存度が高い患者はサービス付き高齢者向

に、医師も協力して地域の医療機関を回り、介護医療院

の説明に努めた。入所者・家族へは、国の方針として介

け住宅「メリィデイズ」、比較的自立度が高く、医療が必

について、基本的に老健と同じ機能を有するが、在宅復

護医療院への転換を促していることと、病院サイドとし

要ない人は介護付き有料老人ホーム「メリィハウス」、高

帰の対象となる施設である点、その一方で看取りまでで

て、これからは生活が中心で、そこに介護・医療がついて

度な医療は必要ないが、在宅生活に戻るのは難しい人

きる場であることなどを丁寧に説明していった。
「医師が

いるような仕組みに転換します、という内容の文章を配

や、低所得者などは介護医療院でカバーしていくという

協力的で、なんのための施設であるのかを一緒に説明し

り、理解を求めた。あわせて、利用料の変更も説明した

形へと機能を分化させた。それにあわせて、スタッフの

てくれたことで、徐々に理解を得られ、紹介率も回復しま

という。

配置も変更。
「医療に力を入れたいというスタッフは病院

した」と、新家氏は語る。

へ異動してもらうなど、スタッフの働く場にも広がりが出

「介護医療院ができたことで、グループ全体でそれぞれ

ました」と、木村氏は語る。

の施設の機能分化を図ることができ、一人ひとりの方に

い」とアドバイスを送る。

職員に対しては、
「過疎地では、老夫婦や単身高齢者
が点在しており、自宅へ訪問して看護や介護を提供し続
けるのは難しいことは、職員も理解しています。住民が
医療・介護を必要とする状態になったときには『集住』
を図るしかない。集住したうえで、生活を支援して、具合
が悪くなったときは医療を提供する介護医療院は、うっ
てつけの生活施設だと説明しました」と語る。

先行
事例

2

本院の機能を分化し
法人全体で地域を
支える力を示す
医療法人社団八千代会

医療法人社団八千代会は、広島県広島市、安芸高田
季刊 solasto Autumn 2018

医療療養病床、介護療養病床からの転換で心配なの

合わせた医療・介護を適切に提供できるようになりまし

がハード面の整備だが、それについてグループ事務統括

た。転換への補助金などもありますので、できる施設は

「1998年の病院開設の際に、すでに
の新 家 光晴氏は、

早めに転換をしたほうがよいと思います」と木村氏。新

個人スペース9.1㎡ を確保していました。そのため、今回

家氏も、
「転換するからと、すべてを変えようとするとス

の転換にあたっても１床当たりの面積は余裕でクリアで

タッフがその転換についていけない恐れがあります。今

きました」と胸を張る。さらに、511床から300床へと減

ある資源を活かし、上手に転換していくことが重要で

少したことで、残った建具などをパーテーションなどへ

す」と、助言する。

しん や

転用することもでき、新たな資材を投入する必要はなか
ったという。その一方で、出入り口への監視カメラやテン
キーの設置などを新たに行い、入所者の安全性にも配
慮している。
八千代会グループ 八千代会グループ
常務取締役
事務統括
木村正幸
新家光晴

介護医療院八千代病院

スタッフの配置を変更
適切な医療・介護の提供をめざす

10

●法人概要
社会医療法人財団董仙会
介護医療院 恵寿鳩ヶ丘
住所： 〒927-0023  石川県鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15-39-8
TEL ： 0768-52-3335
URL ： http://www.keiju.co.jp/
about/facility.html?faci_name=facility_kaigo_hato

行政や医療機関など周囲への周知徹底が
スムーズな転換につながる
開設当初から、医療と介護は一体のものであるという
思いをもとに、慢性期の病院でありながら積極的なリハ

市を中心に病院や介護付き有料老人ホーム、サービス付

ビリテーションを提供していた同院。
「病院時代から、リ

き高齢者向け住宅などの医療・介護サービスを提供して

ハビリスタッフが学会発表を積極的に行うなど、結果の

いる。今年４月には、安芸高田市にある慢性期病院の

見えるリハビリを提供していました。褥瘡予防の取り組

八千代病院511床のうち199床を広島市内のメリィホスピ

みやリハビリは転換後も継続して提供しており、一時的

タルへと新築移転。残りの312床のうち300床を介護医

ではありましたが褥瘡ゼロを達成したこともあります」

●法人概要
医療法人社団八千代会
介護医療院 八千代病院
住所： 〒731-0302 広島県安芸高田市八千代町勝田448
TEL ： 0826-52-3838
URL ： http://www.merry-house.jp/yachiyo-hospital/
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転換までの
プロセスの実際

●法人概要
医療法人永寿会
陵北病院
住所： 〒192-0153
東京都八王子市西寺方町315
TEL ： 042-651-3231
URL ： http://www.ryohoku-hp.jp/

大局的な判断と
綿密な準備の
両面からの
アプローチを

特集

図表４ 医療療養病棟から介護医療院への転換
報酬

医療法人永寿会
陵北病院
事務長
村山正道

の準備を意欲的に進める法人も存在する。東京都八王子市の医療法人永寿

介護医療院Ⅰ
（単位）

報酬の見通しを立てて、

② 療養環境加算

115 〜 132

—

③ 地域加算

３〜 18 ／日

基本報酬に対する加算10 〜 10.90 ／日

④ サービス体制強化加算

—

６〜 18

①〜④ 計

868 〜 1,117

816 〜 1,492

ょう。報酬の体系が大き

移行定着支援加算

—

93 ／日

く変わる。シミュレーシ

面積と廊下幅の基準を満たさない場合25 ／日

ためです。特に施設・設備の整備に大きな費用がかかる

転換するか否かを意思
決定する必要もあるでし

ョンは慎 重に行うべき

だと思います」と村山さん。
たとえば図表４のように、基本報酬と大きなウエイト

大きなウエイトを占めます」と、村山さんは言う。このた

を占める加算を合算して、患者状態像を合わせて限定的

め、現段階で転換できるのは、施設・設備にあまり手を

に療養病棟入院基本料（ADL区分３を前提に I 〜G）と

つけず、そのまま転換できるところが中心で、あとは法

介護医療院Ⅰ型を比較してみると、移行定着支援加算

と思います」と語るのは、東京都八王子市にある医療法

人の経営判断として助成金等を活用しなくても、うまく

（最初に転換した日から１年間に限定）の存在は大きい。

人永寿会陵北病院の事務長である村山正道さんだ。

運営できると判断した施設に限られていると考えられる。

自院の入院患者の状態像をよく見極めた上で、報酬を見

て準備を進めているところだ。そんな陵北病院を実例に、今、介護医療院へ
の転換に何がポイントになるのかを明らかにしたい。

同院は病床数411床で、うち介護療養病床が369床、
介護医療院の創設を受けて、第７期の介護保険事業

医療療養病棟入院基本料１
（点）

814 〜 967（入院料Ｉ〜 G、ADL区分３） 803（要介護１）〜 1,332（要介護５）

と考えられる法人では、助成金等の活用は、経営面では

会陵北病院も、自らの経営判断と事務的能力を支えに、来年度の転換に向け

自治体との交渉・調整もネックとなる

「経営的な視点からは、

① 基本報酬

減算

介護医療院への転換は低調という報道が流れる現状のなかでも、転換やそ

病院経営戦略としての
介護医療院のあり方

今回の法改正で介護医療院への転換にあたり一番の

積もることが大切だという。

地域包括ケア病棟42床。来年３～４月までに介護療養

ネックとなるのが、居室の面積や廊下幅などの基準であ

さらに、医療療養病床を介護医療院に転換する場合

計画では、従来の介護療養病床と医療保険における療

病床を介護医療院へと転換する準備を進めている。

る。介護療養型医療施設と医療療養病床の施設基準で

は、注意が求められる。
「介護医療院にした以上、病院

養病床、介護療養型老人保健施設からの転換が総量規

「事務長として転換までのプロセスをすべて統括してい

は、入所者１人あたりの居室面積は内法で6.4㎡である。

に戻すのは容易ではありません。介護医療院を廃止し

制外となっており優先的に転換ができることになっては

ますが、実際に行うことは、とても多いのです。当院は介

これが介護医療院では８㎡が基準となる。
「このため８

て、新規に病院を開設する手続きを踏まなければならな

いるが、その中でも医療保険下の療養病床に限っては、

護療養病床からの転換ですから、それほどではありませ

㎡がないところは減算措置があるため、改修工事が必要

いし、再び地域医療計画とすり合わせなければならず、

自治体によって転換が容易にできないところもあると考

んが、特に医療保険からの転換に関しては、きちんとな

となります。法人の意思決定をはじめ自治体等との協議

都道府県との再調整が必要になります」

えられる。これは医療保険から介護保険に移行となるた

すべきことを確認し、スケジュールを立てないと、たちま

で大変なのがこの部分です。建築基準法や消防法とな

介護医療院への転換が進み、介護施設の数が増える

め各自治体での介護保険料に直接負担が生じることと

ち行き詰ってしまうでしょう」と、村山さんは説明する

どに関わってくるため、いろいろと面倒な事項が出てき

ことで、財政負担が大きくなったり、介護保険料の値上

ます。当院でも８㎡を確保するために、一部居室のドア

がりが生ずることを望まない自治体も出てくるだろう。そ

なるからである。
「そういうなかで、現状で転換例が少な

（図表３）。

いために、一部報道では『事業者が様子見している』と

現段階で転換しない法人が多い２つ目の理由は、
「地

を移設する工事が必要となりますが、それらの工事は騒

うしたなかでも、着実に増える介護ニーズを捉え、自治

いう表現がされていますが、多くの法人が、現段階では

域医療介護総合確保基金（介護分）や病床転換助成事

音も伴うため、特に神経を使います。今いる入院患者等

体と協議・調整を重ねる価値はある。
「今回の介護報酬

介護医療院へ転換したくてもできないというのが実情だ

業（医療分）の実施時期が決まっていないところが多い

への事前説明を含め慎重に進めていきたいと考えてい

改定によって、介護施設は役割分担がより明確になり、

ます。また転換にあたって提出する図面なども予め行政

特別養護老人ホームは中重度の要介護者を対象とし、

の要求に応じた縮尺図面を用意しておく必要があります。

終の棲家としての性格を強めました。老人保健施設はこ

面積要件が求められていることから竣工図面に捉われ

れまで以上に在宅復帰の機能を強めるでしょう。しか

ず、できるだけ早い段階で設計事務所に相談し、建物内

し、地域間の格差は非常に大きく、老健が終の棲家の

の正確な状況を把握すべきです」と村山さんは指摘する。

役割を担う地域があるのも現実です」と、村山さんは警

図表３ 2019年３月〜４月に開設する場合（陵北病院の場合）のスケジュール例
8月

9月

10月

11月

12月

１月

２月

3月〜4月

設計事務所との協議／
（介護報酬請求ベンダー選定）
自治体との事前協議
都道府県との事前協議
開設許可一部変更（都道府県）
医務課（事前含む）
地方厚生局（医療保険から介護保険に変更の場合の辞退届）
定款変更（１月程度）

地域の介護を担う
中心選手になる可能性も

開設許可申請[自治体または都道府県]（ 標準処理期間を設定）
工事業者入札（基金の活用をする場合）
工事着工／介護報酬請求システムのデモを含むインストール
都道府県介護保険課、指定辞退届出書
工事完了
自治体または都道府県の現地調査
開設許可
職員への説明①【医局／医事課】
職員への説明②【地域連携案】
（介護支援専門員含む）
職員への説明③【看護部】
職員への説明④【リハビリ・薬剤・栄養】
町会・自治会への説明
利用者・ご家族等への説明
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鐘を鳴らす一方、介護医療院の役割が大きくなることに
も期待する。
「医療機能と生活機能の両面を担える介護
医療院は、オールマイティな介護施設として地域の高齢
者介護の中心選手となる可能性があります。介護医療

開設

こうした事務的な手続きと併行して、定款の変更、現

院への転換に関する各種の研修会は、民間企業も数多

在の入院患者と家族、職員への説明にも時間がかかるの

く参加し、盛況が続いています」。経営に成算があれば、

で、十分な余裕を持って進めていくべきだという。特に、

介護医療院が地域に果たす役割は増していくという見

医療療養病床からの移行は、基本は診療報酬をベース

立てだ。
「今後も、各法人は自らの理念と地域における

とする医療機関が、介護保険適用の介護施設になるの

立ち位置を再確認しながら、着実に転換を進めていくこ

だから劇的な変化であり、内外への説明が大切になる。

とが大切です」と、村山さんは強調する。
季刊 solasto Autumn 2018
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数百人規模の参加者を集めており、来年
以降も続ける予定だ。
「もっと一般の人
に来てほしいと思いますが、まだまだ食

られる街、新宿」をモットーに新宿食
支援研究会（新食研）を設立して食支
援の活動を続けているふれあい歯科ご

とうの五島朋幸院長に、新食研の活動
や多職種連携、まちづくりについてお
話をうかがった。

訪問歯科診療をする立場から見て、多
職種連携とはどういうものなのかを、五
島朋幸氏は次のように説明する。
「在宅医療・介護を支えるというのは、
生活を支えるということ。食べるという
ことは、生活のなかで大きなウエイトを
占めています。だから、歯科医の役割は

新食研では、デイサービスではなかな
か利用者の口腔機能の評価ができない

さん

専門職が集まり食支援に尽力
口腔機能評価アプリを開発

新宿食支援研究会代表
ふれあい歯科ごとう代表

2009年7月には「最期まで口から食べ

1． ホームヘルパー WG

ていない状況です」と、五島さんは語る。

2． SSK- O（エスエスコ）

関わる仕組み、仕掛けづくりが欠かせな

五島 朋幸

期 のころから訪 問 歯 科 診 療に着 手。

「 最期まで口から食べられる街 」をつくるために
食を支える地域ネットワークを構築

1997年、まだ業界が成熟する前の初

べるということとまちづくりが結びつい
そのためには、一般の人が食支援に

今年９月に開催された
タベマチフォーラムのプログラムと、
新宿食支援マイスターのPR用チラシ

文：堀切孝治

ごとう・ともゆき
1991年、日本歯科大学歯学部卒業。同大
学歯学部歯科補綴学教室第1講座助手を
務める。その傍ら、97年、夫 婦で 訪問歯

い。
「とある調査で、
“元気に食べるため
には、外出して食べることが有効”とい
う結果が出ました。楽しそうなことをや
る、外出のきっかけをつくることも食支
援なんです。ご近所との会話のなかで、

ことに着目し、摂食機能、栄養機能、体

『最近、ちょっと痩せてきた』とか、
『夫

力をチェックするアプリ“食べるデイ”を

が外出したがらない』という話が出てき

開発。これら３つの機能を評価するテス

たら、それは食支援が必要な人です。そ

トを３カ月ごとに実施し、アプリにその

こで『どこそこに相談してみたら』とか、

3． 連携創造 WG「コラクリ」
4． 地域食支援グループ「ハッピー
リーブス」
5． 食姿勢実践チーム「ファンタジ
スタ！」
6． 食支援用具開発 WG「コンセプ
ト」
7． デイサービス活性化グループ「食
べる☆デイ！」
8． 栄養士地域連携グループ「エイ
ヨ新宿♡」
9． セラピストチーム「せらぴ新宿」
10． すなっく（^o^）
11． 食支援マイスター WG
12． SDPs（ソデプス）

結果を入力することで、利用者の食事の

『集会場に集まってみんなでスポーツ観

状態が見えるようになった。
「利用者の

戦しているから行ってみたら』という話

機能評価が落ちるとアプリに通知され

になれば、食支援につながるのです」と

15． 呂辞句（ろじく）

るので、家族や医療関係者にその旨を

五島さん。現在、社会福祉協議会と協力

16． URUZO !

伝えるほか、歯の状態が悪ければ歯科

して、女性に比べて地域社会との接点が

医に、食事の形態が合っていないようで

少ない男性高齢者向けのカフェの開設

あれば管理栄養士との相談を促すなど、

を準備するなど、一般の人を巻き込んだ

具体的な動きにつながり、多職種連携の

食支援の形を摸索している。

スタートにもなります」と、五島氏は語る。

食支援を幅広く捉え
住民を巻きこむまちづくりをめざす

また、食支援が必要な人を見つける

13． グルジアの会
14． 夜の理科室「コンセプトプラス」

17． 新宿食支援総合相談センター（通
称4Sセンター）設立 WG
18． 聖闘士ターン !
19． 最期まで口から食べることを支
える会（SKTS）
20． チームオレンジ☆

人、つなぐ人を増やすために、
「食支援
サポーター」の養成講座も開始し、食を

イスター」と認定し、マイスターに連絡

支えるまちづくりや食支援について研修

すれば、食支援の専門家につながる地
域の仕組みづくりも進めている。

科診療を開始。2003年、ふれあい歯科ご

食支援というと、摂食嚥下障害の人

してもらっている。さらに、食支援の社

とうを開業。09年、新宿食支援研究会を

に対する支援だと思う人も多いが、
「そ

会的資源を把握している人を「食支援マ

発足させ、現在に至る

新宿食支援研究会の
ワーキンググループ 一部抜粋

新食研のメンバーに五島氏が常に伝

れだけではない」と、五島氏は断言。地

えていることは、
「一人ひとりがプロとし

域の食支援を考えたら、食べるというこ

ての地力を上げる」ということ。加えて、

るのは口腔ケアなど一部。栄養管理や

とをもっと幅広く捉えて、一般の人を巻

自分にできないことでも、誰に相談すれ

食事づくりは歯科医の仕事ではありませ

き込んだ取り組みが必要であるという。

ば解決するのか、ネットワーク力をもっ

ん。そこは管理栄養士やヘルパー、ある

そのため、新食研では食支援を「口から

ておくことも重要だと指摘する。専門職

いはケアマネジャーなどの専門職が担う

食べたいという本人、家族からの希望が

が力をもつことで、地域住民を巻き込み

現在、特に注目している在宅の場とし

ある、もしくは身体的に栄養ケアの必要

ながら、暮らしやすいまちづくりにつな

とても重要です。とはいえ、僕らができ

部分であり、そうした専門職と連携する

問介護 員、管理 栄養 士、ケアマネジャ

ことで一人の方を支えることができるの

ー、理学療法士、福祉用具専門相談員、

てデイサービスがある、と五島氏は話

がある人に対し、適切な栄養管理、経口

です」

介護食品会社社員、司法書士など多様。

す。デイサービスの職員は、提供した食

摂取の維持、食を楽しんでもらうことを

ＷＧでは「何らかの食や栄養面の異常

事を利用者が食べる姿を確実に見られ

目的として、リスクマネジメントの視点

を見つける」
「適切な支援者につなぐ」

るからだという。
「食事風景を見ている

をもち、適切な支援を行うこと」と定義
している。

このような問題意識から2009年7月
に五島氏が立ち上げた新宿食支援研究
会（新食研）は今年9月14日現在、153

「結果を出す（支援する）」
「食支援を社

からこそ、どのような食べ物が食べられ

人のメンバーがおり、22のワーキンググ

会に広める」のいずれかの目的をもって

る、食べづらそうといった様子が把握で

2017年からは、
「最期まで口から食べ

ループ（WG）が活動している。メンバ

活動しており、メンバーは興味をもった

きます。それを日々の食支援に落とし込

られる街づくりフォーラム全国大会（タ

ーは歯科医、医師、看護師、薬剤師、訪

WGに参加している。

めるといいですね」

ベマチフォーラム）」を毎年9月に開催。
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タベマチフォーラムの様子

げていけると考えているからだ。

新宿食支援研究会
東京都新宿区北新宿4-40-23
ふれあい歯科ごとう内
http://shinnshokukenn.org/

在宅療養に関わる関係者が集まり、適切な
栄養管理を行ったり、経口摂取に移行させた
り、食事を楽しんだりするために、どのよう
な工夫・取り組みができるのかをワーキング
グループ（WG）をつくって日々検討・実践し
ている。

季刊 solasto Autumn 2018
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╲あしたを元気に！／

ソラスト施設

和気あいあいとした職員同士の関係と
感謝の気持ちが伝わる職場に

謝の念にあふれた職場は、職員相
互の人間関係によいだけでなく、明
るく、和気あいあいとした雰囲気
が、園児、さらには保護者にも伝わ
り、園内は常に笑顔と笑い声に満ち

訪問記

ている。
「職員は交替で食事を休憩室でと

認証保育園

ソラスト東村山

（東京都東村山市）

園長

みや かず こ

宮 和子さん
設立
所在地
TEL
FAX
スタッフ数     
提供サービス
対象年齢

2011年４月
東京都東村山市野口町1-8-23
042-393 -3161
042-393 -3162
25名（常勤13名、非常勤12名）
認証保育
月極保育：生後57日〜2歳
一時保育：生後6カ月〜就学前
（定員に空きがある場合のみ）

狭山丘陵に抱かれ、
「東村山音頭」で一世を風靡した東京都東村山市。豊かな自

然環境を背景に、今、子育て世代に大きな注目を浴びているベッドタウンとして、
人口も着実に増加傾向にある。そんな同市で保護者に大きな支持を集めている

ケーションがとれています。全体に

が調理して、おやつとして食べる年

10年以上のキャリアをもつ職員が

もある。
「健康な身体をつくるため

多く、離職率も低いため、非常勤の

にも、好き嫌いのなくなるよう、いろ

保育士には50代、60代の人もいて、

んな食材に触れることが大切です。

若い保育士との関係は、それこそ母

こうした楽しい取り組みから、子ど

と娘のように仲睦まじいものです」

もたちの笑顔にますますあふれる

と、宮さんは語る。ベテランが多く、

保育園にしていきたいですね。そし

保護者への対応や支援も行き届い

の園児の違いに気づき、その時々に

て、皆さんに信頼される、よりよい

ており、信頼感も得ている。

合わせた対応をすることが大切だ

保育をめざしていこうと思います」

という。

と、宮さんは今後の抱負を語った。

保育のプロをめざし
日々奮闘するスタッフ

園長としては、同じ沿線にあるソ
ラスト保育園との園長会での情報

保護者の声

度をもつように意識の面では徹底

り、施設の長としての悩みを共有

東村山は、同市の閑静な住宅街の

しており、職員全員がていねいな言

し、話し合いから解決のヒントを得

一角にあり、西武新宿線東村山駅

葉づかいを心がけている。
「笑顔の

ています。そこに本社の保育事業部

から徒歩４分と好立地だ。晴れた日

プロになる」をポリシーとする宮さ

の人にも参加してもらい、意見・要

には、近隣の公園で子どもたちを伸

んは、
「言葉づかいは人柄を表しま

望も聞いてもらえ、困ったことに素

す。この園と出会ったのは偶然で

然環境に恵まれている。狭山湖畔

び伸びと遊ばせることもできる。

す。言葉は移ろうものですから、私

早く対応してもらえるのもありが

す。近所に住んでいて散歩の途中

や多摩湖畔の八国山緑地は「トト

14年から園長を務めている宮和子

生活ではよいかもしれませんが、笑

たいことです」と、宮さんは語る。

ロの森」と呼ばれ、自然保護活動も

さんは、
「笑顔と感謝の言葉が絶え

顔であることと、なれなれしいこと

活発で、同市の大きな財産となっ

ない職場です」と言う。職員の気づ

とは違います。ここは子どもさんを

ている。それらの豊かな自然に加

かいが細やかで、お互いを尊重し、

預かって保育する場ですから、正し

え、池袋や新宿などのターミナルへ

助け合うと、必ず「ありがとう」と

い言葉づかいをするよう職員には

最近、 同園で力を入れているの

の交通も至便なため、ベッドタウン

いう言葉が出るそうだ。こうした感

心がけてもらっています」と、厳し

が、 野菜づくりを通じた食育であ

として発展を遂

さものぞかせる。そのため、たびた

る。遊び場である園庭にはプランタ

げた。市も子育

び園内研修を行い、保育士として

ーを置き、春先にさまざまな野菜を

て世代の呼び込

の基本を見直すとともに、お互いの

植えて育てている。園児に植物を育

みに力を入れて

意見を交換し、園児一人ひとりを

てる楽しさを教えるだけでなく、野

おり、保育ニー

大切にする保育をめざしている。預

菜の収穫、さらに去年の夏はとうも

かるのは０〜２歳児であり、同じ年

ろこしの皮むき、今年の夏はピーマ

齢の子でも、心身の発育は月齢に

ンを使ってのスタンプづくりといっ

よって大きく違ってくる。それぞれ

た具合に、毎年の楽しいイベントに

感謝と笑顔が満ちた環境で
園児たちを愛しむ

2011 年 ４ 月
創立のソラスト
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しているのだ。実際に給食スタッフ

交換も重要だ。
「13人の園長が集ま

ズも大きい。

16

りますが、そこで職員間のコミュニ

もちろん、保育のプロとしての節

のが、
「ソラスト東村山」だ。

東京都東村山市は、緑豊かな自

（上）駅や公園に近い好立地の園舎
（ 下）笑顔と感謝でつながれたスタッフ

（左上）
とうもろこしの皮むきに満面の笑み
（左下）つくった野菜を収穫してご満悦
（上）誕生会など楽しいイベントもいっぱい

（左）真夏には園庭で 楽
しく水遊び
（右）水遊びの後はゆっ
たりとくつろぐ

野菜づくりを通じて
食の大切さを教育

はたけやま

ゆ

み

こ

畠 山 由美子さん
現 在２歳 児で、
ひよこ組
（０歳児）
、
うさぎ組
（1歳児）
、パンダ組（２歳
児）とずっとお世話になっていま

で、子どもたちの笑い声が聞こえ、
楽しそうな保育園だと知りました。
子どもを預けてわかったのは、
愛情いっぱいの先生たちのいる保
育園だということです。担任の先
生だけではなく、すべての先生が
笑顔で挨拶し、今日どんなことが
あったのかを教えてくれます。一人
ひとりが、すべての子どもをきち
んと見てくれているのだとわかり、
おかげで安心感ももてます。給食
も季節感のある献立で、園でつく
っているから温かく、おいしい。子
どもも元気いっぱいに喜んで通っ
ています。就学前年齢のクラスが
ないのが残念なほどです。

季刊 solasto Autumn 2018
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PERSON’S
CLOSE UP

職場環境に恵まれ
気持ち良く仕事に打ち込める

笑 顔のひと

コトバの

●今月のコトバ●

慣れて、笑顔で登園してくれるように

いろ難しいことが多いのは確かです。

なるとうれしくて仕方がありません。

月齢差の出方が１･２歳児よりも大きく

この園に入職してよかったことは、シ
フト制がしっかりしていて、残業がな

発達の進み方もまったく違います。個

園の仕事に憧れていました。子どもの

いことです。人間関係も良好で、急病な

人差もありますから、一人ひとりどの

ころは、とても引っ込み思案でした。で

どでシフトを変更するときも、お互い

ように接したらよいかを考えて柔軟に

も、保育園の先生がとても良い人で、大

様の精神でわだかまりもありません。

対応し、しっかり覚えなければなりま

好きになり、先生に会いたくて保育園

ストレスはほとんどなく、休日に外出

せん。ミルクを飲んでくれなかったり、

に行き、両親の都合が悪くなって延長

して身体を動かしたり、友達とおしゃ

泣きやんでくれなかったりするのは、

保育になると大喜びするほどでした。

べりしたりすれば、すっかり発散でき

その子にとって一番良い抱き方・接し

先生を好きになって、自分自身の内気

ます。

方になってないためです。ですから、先

憧れの対象になりました。大学時代に
保育士・幼稚園教諭の両方の資格を取

０歳児を相手の仕事は
日々学ぶことが多い

輩に教わったり、先輩の接し方を観察
したりしながら、日々勉強の積み重ね
です。この園は10年以上のベテランの

今年、初めて０歳児を担当していま

先輩が多く、本当に勉強になります。そ

す。１歳児・２歳児は同じスペースにい

れに、自分が悩んでいると、声もかけて

て、０歳児だけ別の部屋なのがさみし

もらえます。今は、恵まれた人間関係の

初めて保育園に来て、家族と別れて泣

い気もしますが、赤ちゃんたちが一段

なかで、一緒にクラスをつくっていこ

いていた子と仲良くなり、この園にも

とかわいくて仕方がありません。いろ

うという思いでいっぱいです。

り、ソラスト東村山に入職して、今年で
３年目になります。
ここでの仕事は、とても楽しいです。

地域医療介護総合確保基金

異なっていて、生まれ月が１月違えば、

私は子どものころから、保育園や幼稚

な性格も直り、保育園・幼稚園の先生が

鍵

地域における医療および介護の

分される際は、事業計画の策定状況

対する支援や、特別養護老人ホーム

総合的な確保を推進するため、201

や具体的対応方針のとりまとめの進

における多床室のプライバシー保護

4年度に創設された基金です。消費

捗状況などが勘案されています。

のための改修費用に対する支援など

初めて０歳児を担当し
保育士としての初心に帰って
がんばります

税増収分などを活用した財政支援

今年度の医療分については、ICT

制度で、各都道府県に設置されてい

を活用した地域医療ネットワーク基

都道府県はこれらの計画を策定・

ます。

盤の整備事業への支援や地域医療

実施した後、事業ごとに実施状況を

対象となる事業は①地域医療構想

構想の達成に向けた医療機関の事

把握・点検し、事後評価を実施して、

の達成に向けた医療機関の施設また

業縮小の際に要する費用の支援など

その結果を国に提出・公表しなけれ

は設備の整備に関する事業、②居宅

に充てられています。介護分につい

ばいけません。事後評価をするうえ

等における医療の提供に関する事業、

ては、可能な限り住み慣れた地域で

では定量的な目標設定を行って達

③ 介 護 施 設 等の 整 備に関する事 業

安心して暮らせるように、地域密着

成状況を明確化したり、目標が未達

（地域密着型サービス等）、④医療従

型サービス施設・事業所等の整備に

成の場合は改善の方向性などを記

事者の確保に関する事業、⑤介護従
事者の確保に関する事業で、各都道
府県は都道府県計画を作成し、当該
計画に基づき事業を実施します。
設置された基金のうち、 ３

が行われます。

載することが求められます。
これらの事後評価を受けて国は
都道府県に対し、推奨事項や改善
事項などへの必要な助言を行い
ます。また、都道府県もこの

分の２を国が、３分の１を都

評価を踏まえて、次に策定

道府県が負担し、18年度は

する計画に活用し、適正に

1658億 円（医 療 分 934億

基金が活用されるような

円、介護分724億円）とな

PDCAサイクルを回すこと

っています。各都道府県に配

が求められます。

ソラスト東村山
保育士・０歳児担当

神田 紗希さん

（かんだ・さき）

幼稚園教諭から転職し、2016年

© AKS - Fotolia.com

４月に保育士としてソラストに入
社。同園期待のホープとして、今年
初めて０歳児を担当し、充実した
日々を送っている。
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●編集 株式会社日本医療企画
●発行 株式会社ソラスト

□ 顧客ニーズを満たし、サービスクオリティーを飛躍的に高める、
医療事務・介護・保育のイノベーションリーダー
□ 未来のサービスモデルを志向し、社員一人ひとりが最新のITを活用する
サービス業のデジタルカンパニー
□ 常に成長し、高い業績を通じて全てのステークホルダーと
地域社会の未来に貢献する会社
□ 人材投資と新しい働き方で、生産性と処遇改善を実現し、
自分らしいワークライフバランスと生涯キャリアが実現できる会社
□ コンプライアンスを重んじ、「やさしさ」と「安心」がある会社

