【第 64 回】

TOP 対談 ﹁経営談義﹂

﹁地域の困りごと﹂を
解決する専門性の発揮が
地域包括ケア時代の病院の役割

国では医療と介護、住まい、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を推進している。
そのためには公的保険以外のサービスの導入は必須だといえる。
介護においては、
国が地域の支え合い活動やボランティア活動など、
インフォーマルサービスの創出に力を入れている。

一方、医療については病院ボランティアを活用するところもあるが、地域を巻き込むかたちでの活動には至っていないところが多い。
医療保険、介護保険サービスに、
いかにインフォーマルサービスを取り入れていけばいいのか。
インフォーマルサービスの医療、介護における役割について、地域活動を支える 人に語ってもらった。
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いろな形でバックアップしていく。

くことが必要ですが、それをいろ

で住民主体で主体的に行動してい

てていくかが行政の役割。あくま

んあると思います。それをどう育

フォーマルサービスの種はたくさ

勢 だ と 思 い ま す。 地 域 に は イ ン

います。その違いは主に行政の姿

加藤 地域によって全く様相が違

のように考えていますか。

増していると思いますが現状をど

ンフォーマルサービスの重要性は

―― 高齢者の生活を支えるのにイ

域のインフォーマルサービスにな

トワークを張り巡らすことで、地

域の中で育っていきません。ネッ

体が別のことをやっていても、地

つながりができていきます。各団

同士のネットワーク、顔の見える

いう形で、インフォーマルの団体

育て方を教えてもらいます。そう

ないので、別のＮＰＯ団体に花の

医療専門職は花の育て方が分から

という活動をしています。私たち

に公園の花を育てたり清掃したり

の委託を受けて、地域住民と一緒

トワーク「みま〜も」でも、大田区

割です。おおた高齢者見守りネッ

地域にある力を育てていくのが役

くいかないと思います。
自治体は、

らないということでもあるので

で、自分たちが変化しなければな

営的に早期退院が求められるなか

きているということです。病院経

院の医療専門職の認識は変わって

言えます。そこで感じるのは、病

と介護、両方にかかわっていると

ンターを受託しているので、医療

澤登 当法人では地域包括支援セ

と感じています。

医療現場の理解はまだ厳しいかな

必要があります。その意味では、

も、それぞれの役割を考えておく

ら退院、そして自宅に帰ったあと

どう支えていくのか、入院してか

スの人が話し合うことが重要です。

療、介護、インフォーマルサービ

の方がどう生活していくかを、医

取り組まれていません。 歳以上

澤登 ただし、病院内ではあまり

して入ることも可能です。

う。たとえば傾聴ボランティアと

るのか」を考えることになるでしょ

「自分はどんな役割を担っていけ

それを病院の中で敷衍すれば

になります。

を、主体的に判断してできるよう

を社会に役立てていくということ

れるのでもなく、自らできること

ながっていくのです。誰に強制さ

そして能力を発揮することにもつ

判断と行動が自らの生きがいに、

しょうか。地域の人たちの主体的

援に結びついていくのではないで

政府がめざす予防とか日常生活支

齢者や障害者が加わってくると、

住民の主体的な判断と行動が

地域にある種を芽吹かせて、木に

り、地域活性化にもつながるので

ていくことが理想です。

につながり合って、森のようになっ

インフォーマルサービスが有機的

方ではうまくいきません。複数の

スにスポットを当てるようなやり

と同じように、何か特定のサービ

複数あることで森が形成されるの

いろいろな植物が一つのエリアに

日常生活とは全く違う環境に患者

わることも大切です。
入院医療は、

方で連続性を持って共通してかか

加藤 確かに違いますが、その一

が違うように感じます。

医療と介護の現場ではだいぶ意識

ンフォーマルサービスについて、

―― そうしたあり方とは別に、イ

はないでしょうか。

しなければ、高齢者を在宅に返す

しなければなりません。そうでも

たち、あるいは訪問看護とも連携

を含めた在宅の介護分野の専門職

た。
それが今では、
ケアマネジャー

Ｗであり、医師であり看護師でし

重要です。

させるにはチームでの取り組みが

しょう。ただし、患者さんを退院

えることが大切だと感じています。

たちの専門性をどう発揮するか考

地域で元気でいてもらうために私

を転換し、８割の方ができる限り

か対応していません。ここは発想

私たち医療職は通常、２割にし

まったくもって元気か、持病があ

割程度と言われます。
残り８割は、

のなかで要介護、要支援の方は２

生きがいと能力発揮につながる

して、
それが林になっていきます。

澤登 そうですね。行政は、いわ

を置いて、そこで治療をします。

のは不可能だと考えています。

施設でもそうですが、入院・入

りしながら暮らしています。

りながら入院したり地域に戻った

ばトップダウンのようなかたちで

治療が終われば生活の場に帰る。

加藤 そうした活動に、自然に高

当初、チーム構成は院内のＭＳ

足りないところにスポットで資源

退院カンファレンスのなかで、そ
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支援センターに行ってみよう、

言われていたから、あの包括

か。
「何かあったらおいで」と

もてるのではないでしょう

切な時期に、専門職と接点が

した若い医師が地域医療に目覚め

いう人が増えてきています。そう

は、在宅や往診を中心にやろうと

ようになってきました。診療所で

のように生活できるのかを考える

めに必要なことは何か、治療後ど

て、生活を支えるという視点が大

などと。
介護系サービスを本来受け

養も含め、社会貢献活動を求めら

も、社会福祉法人改革における特

加藤 そういう意味では政策的に

フォーマルな場にもなります。

しょう。そうすれば、そこがイン

すということがあってもいいで

て入院患者・入所者と一緒に過ご

にラウンジのようなところに入っ

もあります。地域の人たちが気軽

れば、その地域に存在する場所で

う発想です。けれども見方を変え

入院・入所者のための箱モノとい

くなってしまいます。施設自体が

所すると外とのかかわりが一切な

態、医療が必要な状態になり、要

ためには、まずその人が要介護状

ケアマネジャーが地域の人と会う

身近な存在になるでしょうね。
今、

くと、もっと専門職たちが地域に

澤登 そういう形で取り組んでい

かったことが印象的でした。

か自宅かという区別がほとんどな

ますが、当時のドイツでは、施設

代です。日本も変わってきてはい

は「終の棲家」だといわれていた時

介護保険ができたばかりで、施設

組んでいました。日本もその当時

て、一緒に何かしましょうと取り

入所者も地域の人も同じ空間にい

急性期の病院の先生方には、病気

加藤 第三者として見ていると、

えですか。

感じますが、それはなぜだとお考

地域が見えてこないと思います。

しないと、専門職にはいつまでも

もっと地域に出て行く取り組みを

療・介護・福祉の専門職たちが、

あ る 程 度 仕 組 み が 必 要 で す。 医

がサービスを受けられるためには

言われています。そういった方々

体の病院は地域密着型の医療を展

まな取り組みをしてきました。主

ビスも、協賛を募るなどでさまざ

しています。インフォーマルなサー

支援サービスというところで展開

関係者とどう関係を結んでいくか、

ルの中で、医師がどこまでほかの

とか地域の関係とか……。トータ

適切な場面、さらに家族との関係

場面、インフォーマルサービスが

医療の必要な場面、介護の必要な

切だということに気づいていくと

れするようになっています。 年

介護認定を受けて要介護度が決

を治すことばかりに専念し、患者

開しており、地域包括ケアシステ

る必要があるのに受けていな

ほど前にドイツに視察に行ったと

まってからです。お互いの存在が

が退院後に生活できるのかという

ムというのが、地域の人たちに病

いうことがあるようです。

きに見た特養は、完全に地域資源

とても遠い。でも、元気なとき、

視点が欠落していたと振り返る医

院をアピールしていくポイントと

い方が全国に４万人いるとも

でした。１階のレストランで、外

持病があって地域で暮らしている

師がだいぶいます。治療をするこ

―― インフォーマルサービスの重
要性が以前より認識されてきたと

医療を軸に、
回復期の分院 床と、

澤登 私どもの法人では、急性期

感じます。

という視点に変わってきていると

生活というのは非常に幅が広く、

からの訪問者が施設に入る方と自

ときから、地域の専門職と日常的

なることは理解しているはずです。

60

療養が 床。介護保険施設、在宅

60

急性期病院にも地域住民を
支える視点が欠かせない

由に交流していて、恐らくボラン

とは大前提ですが、在宅に帰るた

福祉政策等の現状を把握し、
「新しいふ
れあい社会」を全国各地で構築するため
に各自治体への政策提言、市民への提
言などを担当している。佛教大学、近畿
大学九州短期大学講師を経て現職。高
崎経済大学地域政策学部講師。東京都
久留米市社会福祉審議会委員。主な共
著に『現代社会における法学入門（第 3
版）
（
』 成文堂）共著、
『司法福祉論』
（ミ
ネルヴァ書房）など

なかかわりが持てれば、もっと適

かとう・まさゆき

ティアという意識もありません。
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族とともに、あるいはチームでやっ

際の生活の場で生活リハビリを家

して、病院から出前と言う形で実

が必ず出てきます。在宅の人に対

介護が進むと、生活が不自由な方

かがいたいのは、在宅医療と在宅

に立った工夫と知恵ですよね。う

力を強めつつ地域包括ケアの視点

加藤 病院経営からすると、経営

性を感じていると思います。

うこと自体は、法人としても必要

動を、医療法人の職員がやるとい

大事と感じています。そうした活

るような風土が増えていくことが

目を向けて、そこに職員を投入す

急性期病院が地域というところに

ないでしょうか。

い費用で高い効果が望めるのでは

できるものがあるとか……。少な

したら高齢者や障害者の人が活用

ランティアがいて、経験からこう

そこに元中学校の技術の先生のボ

作業療法士が週一回訪問すると、

うのはどうでしょう。たとえば、

人同士が連携してやっていくとい

地域のいわゆるインフォーマルな

加藤 生活リハで、
作業療法士と、

は少ないのが現実です。

たったデイケアでも、作業療法士

士の存在は小さい。リハビリをう

療法士。やはり在宅での作業療法

訪問リハビリではほとんどが理学

せた訓練を実施しています。
ただ、

て、また帰る。できるうちは買い

きて、皆さんが乗って買い物に来

で決めて。そこには高齢者たちが

ロバスで回る。バス停も自分たち

バスの路線がないところにマイク

自社でサービスを考えるわけです。

に来ている高齢者に何ができるか、

〜も」にかかわるなかで、買い物

が、その社長が協賛として「みま

という老舗百貨店があるのです

当法人の地域にだいしん百貨店

なくリハ職なども含め。

れませんね、医師や看護師だけで

に出て行くことが必要なのかもし

澤登 もっともっと多職種が地域

患者さんも安心できるでしょう。

という評判が口コミで広がれば、

ズというと、ニーズ調整しましょ

かなければと考えています。ニー

をするのかという考え方にしてい

にほかの専門職とか住民の皆は何

町内会の困りごとを解決するため

う問いかけをします。自治会とか

私は「困りごとは何だろう」とい

つながる可能性を秘めています。

いいのかも考える。街の活性化に

に対してとういう接し方をすれば

うことをまず考える。認知症の方

すいつくりになっているのかとい

この店が認知症の人に買い物しや

が集団で買い物ツアーにくると、

のです。お店の方も、認知症の人

リハビリにつながっているという

行政側からすれば経費削減、病

いうことなんです。その気づきの

物の楽しみを奪っちゃいけないと

家を巻き込んでいくということが

を解決するために、いろんな専門

うとなってしまいます。困りごと

よく地域のニーズといいますが、

ていくような形にはならないので

院には社会貢献という形になりま

きっかけは、リハビリの視点をもっ

しょうか。
澤登

す。
「 あの病院は退院した後でも

確かに必要だとは思いま

す。回復期の病棟には作業療法士

必要なのではないでしょうか。い

わば 世紀型のコミュニティ再構

た理学療法士、ケアマネジャー、
大田区地域包括支援センター入新井セ
ンター長。介護支援専門員・社会福祉士・
介護福祉士。2008 年 4月、
「おおた高齢
者見守りネッ
トワーク」
を発足。09年、
「SOS
みま〜もキーホルダー登録システム」を生
み出し、12 年度からは大田区のサービス
事業として、13 年 8月現在で登録者数は
1 万 7326 人に上る。著書に『 地域包括
ケアに欠かせない 多彩な資源が織りな
す地域ネットワークづくり』
（ライフ出版社）

在宅でいろいろ面倒見てくれる」

さわのぼり・ひさお

を相当数配置していて生活に合わ

医師であったといいます。

そうです。とくに女性はお店

の方が商店街を徘徊している

認知症高齢者を連れて、職員

グループホーム入所している

のある商店街では、
週に３日、

ながるのでしょう。大牟田市

加藤 そういうのがリハにつ

ます。一企業・組織として何がで

ての組織が行き詰っていくと思い

分の組織だけを考えていたらすべ

や病院、さまざまな社会資源が自

進んでいく中で、地域にある企業

澤登 これからどんどん高齢化が

となのかなと思います。

築が、これからの日本に大切なこ
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に行くことが非常に楽しく、
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きるのかを発想していかないと、
病院も含め、生き残っていけませ
ん。近江商人の「三方よし」は、病
院の経営も民間の経営も一緒だと
思います。その考え方がないと、
これからの日本は危ういという感
じがしますね。
―― ありがとうございました。
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