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　医療法人賛幸会が運営する老健施設「は
まゆう」（田中彰理事長。入所定員：100
名、通所定員：54名）は、介護保険制度施
行直前の平成11年7月、鳥取市東部区域
に診療所併設でスタートした。
　その後、平成15年には社会福祉法人賛
幸会を設立。同じ敷地内に特養やグループ
ホームを整備し、いまでは地域の医療・福
祉の一大拠点としての機能を担っている。
設立当初より「すべての高齢者は有病者で
あることを踏まえ、医療に支えられた介護」を
基本理念として掲げてきた同施設の、法人内の
他サービスを上手に活用した在宅支援の取り組
みを取材した。

設立理念が“医療基本の施設” 
訪看を早々に立ち上げ在宅支援

　「ずっと大学病院に勤務していた私にとって、
高齢者介護や福祉の世界は未知の領域でした。何
の知識もツールももたずに手探りでやるのだから、
自分の専門である医療を基本とした介護施設にし
ようと思いました。その後、特養やグループホー
ムにまで事業を拡大しましたが、当初の方針は変
わっていません」と、田中理事長は語る。
　実際、同施設には医師が、理事長を含め10名
も配置され、老健施設としてはかなり高いレベル
の医療を提供している。隣接する特養も「基本的
には老健施設とほぼ同じ医療レベルだ」という。

施設レポート①

医療を基軸に 
大規模多機能で在宅支援

老人保健施設はまゆう
（鳥取県鳥取市）

　「ただし、医療を軸にするとはいっても病院で
はありませんから、医師が頂点にいて指示を出す
のではありません。看護師が介護職の上にいるの
とも違う。すべての専門職が同じスタッフとして
並列でケアにあたるのだ、ということは最初から
皆にも意識づけていました」（田中理事長）。
　そうして、当時の全老健山口昇会長（現、全老
健名誉会長）からも助言を受けつつ、老健施設の
基本理念と5つの役割に忠実な施設運営をめざし
て事業を開始した。施設開設 3か月後に早々に
訪問看護ステーションを立ち上げたのも、医療的
ケアを重視していたのと、当初から退所後の在宅
支援も老健施設の使命のうちととらえていたから
である。
　とはいえ、最初の10年間は、政策的に特に強
調されていなかったこともあり、在宅復帰に関し
ては自然にまかせていた。つまり、身体機能が回
復し、家庭の事情が許す方は在宅へ帰っていただ

くが、そうでない方は長期入所もやむなしとし、
積極的に在宅復帰をめざしてはいなかった。
　大きく方針転換をしたのは、平成24年度の介
護報酬改定がきっかけだ。同改定に向けて在宅復
帰機能の充実を図るために、1年間かけて職員を
外部の研修に行かせ、内部研修も行った。
　「おかげで、平成24年4月には出遅れましたが、
同年6月には在宅復帰・在宅療養支援機能加算を
算定。12月には在宅強化型となりました。その
後、一部の要件が満たせず、半年間ほど在宅強化
型ではなく加算型の算定となった時期もあります
が、平成26年4月以降はずっと在宅強化型を維
持しています。直近の在宅復帰率は63.8％です」
と説明するのは、清水由加利支援相談員。
　在宅強化型に向けて取り組んだこととしては、
まずリハビリ専門職の配置強化。その上で、以前
は機能訓練室でのみ行っていたリハビリを、リハ
ビリ専門職もフロアに出て、利用者の普段の生活
を見ながら、介護や看護と一緒に皆で生活リハビ
リを行うやり方に変えていった。
　「いまでは、配膳から食事介助、入浴、排泄の
介助すべてにリハビリ専門職が関わっています。
これにより職種間のコミュニケーションが良好に

なり、以前は言いにく
かった互いの立場からの
意見が言いやすくなりま
した。例えば、“この人
には、この介助方法がい
い”、“いや、そうはいっ
てもなかなか難しい。む
しろこういうやり方のほ
うがいいのではない
か？”などという活発な
やりとりが現場で交わさ
れ、それがケアの質の向
上にもつながっているよ
うに思います」と、竹内

幸治通所統括課長は語る。
　そうした多職種間の活発な意見交換は、リハマ
ネ加算Ⅱを算定する上でも活かされている。利用
者一人ひとりの在宅生活における具体的な課題を
明確に浮かび上がらせることで、どうすればそれ
が解決できるか、より実効性のあるケアプランが
作成されるようになった。
　また、多職種間での情報共有においては、平成
26年8月より導入しているR4システムも役立っ
ている。
　現在、リハマネ加算Ⅱの算定率は、約85％。
「この加算算定のいちばん大きなハードルは、医
師の会議参加の時間を確保することだと思います
が、当施設では医師のほうから“全面的に協力す
る”と言ってくれているので、現場としては大変
やりやすいです。医師の参加するリハビリ会議の
開催は、現在月に40回以上となっています」（竹
内通所統括課長）。

24時間定期巡回サービスを開設 
一貫して提供できるサービスそろう

　もっとも、施設内の体制はそうした自助努力で
変えていくことができるが、外的環境は施設単独

老健施設・診療所・特養・グループホームが1か所に集まり、医
療・福祉の一体コミュニティ「はまゆう」を形成。

田中理事長 田中施設長
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域の大小の事業者が互いに連携し合っていくこと
が大事」との考えから、在宅支援サービスにはあ
えて手を広げずにいた田中理事長。
　しかし、基本理念に忠実に、在宅支援までを念
頭に置いた在宅復帰をするとなると、現在の地域
環境では自前の在宅支援ツールをもたざるを得な
い。そこで、地域の切実なニーズを汲んだ行政か
らの要請もあり、ついに平成27年、定期巡回・
随時対応型訪問介護看護（以下、定期巡回サービ
ス）を社会福祉法人で開設した。
　これにより、意図したわけではなかったが、結
果的に同法人グループで入所から在宅支援まで一
貫して提供できるサービスがそろったことになる。

制度の壁や矛盾感じる 
看護・介護職の訪問に評価を

　「退所後の在宅生活における不安を取り除いて
あげることで、利用者本人やその家族を安心させ
ることができるようになったことは大きいです。
安心の提供も在宅支援のうちなのだと実感してい
ます」と語るのは、田中敬子施設長。
　特に定期巡回サービスは、生活介護だけでなく、
看護師による医療的ケアもセットで受けられると
いうのがポイントだ。「しかも、深夜でも必要な
ら家まで来てくれるという安心感が訴求力をもち、

の力ではどうすることもできない部分もある。同
施設周辺の地域環境も、決して条件的に恵まれて
いるわけではない。同施設のある市内東部区域は、
都会に比べれば昔ながらの2世代、3世代同居と
いう世帯も残ってはいるが、その場合でも若い世
代はほとんど仕事をもち働いているため、昼間の
介護力はないに等しい。在宅系介護サービスも十
分に普及しているとはいいがたい上に、市内でも
高齢化率は高いほうで、独居や高齢夫婦のみとい
う世帯も年々増えている。
　在宅復帰とは、家に帰してそれで終わりではな
く、利用者がその後、本当に在宅生活を継続でき
るかが重要だが、そんな状況では、無責任に退所
させるわけにもいかない。
　「今後もしばらく高齢者は増え続けるわけで、
国の介護にまわせる財政はますます厳しくなるの
でしょう。現時点でも、すべての介護サービスが
必ずしも単独で経営的に成り立つわけではありま
せん。そうすると、サステナビリティ（持続可能
性）を考えても、スケールメリットで補完しなが
らやっていくしかないのではないでしょうか。要
するに、大規模多機能ですね」と、田中理事長は
話す。
　かつては、「一法人ですべての事業を展開する
のは、利用者を囲い込むことになりよくない。地

老健施設からの在宅復帰を後押ししてくれました。
“定期巡回サービスでみてくれるなら”と、退所
を決心される方もいらっしゃいます」と、訪問
サービスの責任者を兼ねる、看護師の藤田年子副
施設長も同意する。
　一方、老健施設に併設されている訪問看護ス
テーションのほうは、「もう少しで看護体制強化
加算の算定要件がクリアできるところ。いま、整
備を進めています」（藤田副施設長）とのことだ。
　地域の真のニーズを汲み取り、施設退所後の利
用者の在宅生活を支えるべく奔走する同施設だが、
真剣に支援しようとすればするほど、制度の壁や
矛盾を感じることがあるという。
　「例えば、退所前・退所後訪問において、ご自
宅に訪問し、実際の生活を目にすれば、看護師と
しての使命感から、当然、いろいろと介入してあ
げたいことが出てきます。でも、現状ではアセス
メントができても、実際の対応が十分には認めら
れていません。目の前にできることがあるのに、
できない。そこにもどかしさを感じます」と、川
口眞由美看介護部長は指摘する。
　近年、老健施設のアウトリーチ機能が注目され、
期待されているが、「そのわりには、いまのとこ
ろ、老健施設のアウトリーチ機能としては訪問リ
ハビリしか認められていない」と、丸山隆一郎事

務長は話す。
　「多職種協働のなかで質の高いケアを提供して
いると自負している老健施設の看護・介護職員が、
利用者の自宅を訪問しても、そこでなんらかのケ
アを提供できる制度上の根拠もなければ、報酬上
の評価もありません。そうなると、現状では、し
たことに対しての責任を負いかねてしまいます。
介護保険法改正で老健施設の定義として在宅支援
機能を明示するのであれば、それに対する具体的
な内容を明確にし、報酬上の位置づけ等も整理す
る必要があると思います」（丸山事務長）。
　確かに、自宅を訪問しアセスメントをして目の
前にニーズが浮き彫りになっても、そのまま手を
出さずに帰るのでは、あまりにも無責任である。
「ご家族からすると、“見ただけで、何もしてくれ
ないのですか”となってしまいますから…」と、
田中施設長もうなずきながら話す。
　「例えば、老健施設の看護・介護職員による、
在宅復帰後の利用者に対する在宅での介入が少し
でも認められれば、もっと在宅支援はスムーズに
進んでいくのにと思うと、残念でなりません。現
状、我々としても、ニーズを見つけておいて、そ
のまま帰るわけにはいきません。できるだけご自
宅でも質のいいケアを継続していただきたいので、
おむつ交換や食事介助、拘縮がある方の介護方法

丸山事務長藤田副施設長 荻原特養統括施設長（社会福祉法人）川口看介護部長 竹内通所統括課長清水支援相談員
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の指導など、できる範囲のことはやっています」
（川口看介護部長）。
　さらに、報酬上の評価という点では、丸山事務
長が老健施設のショートステイ機能についても言
及する。「在宅支援を進めていく上では、ショー
トステイをもっと効果的に活用できるよう、在宅
強化型の算定要件に加えるなどの工夫が必要だと
思います。そうすれば、ニーズはあるのだから、
もっと使い方の可能性が広がるのではないでしょ
うか」。

「老健施設での看取りは在宅復帰」 
介護職の医療的レベルアップが重要

　看取りは老健施設開設当初から実施しているが、
近年では田中理事長の「介護報酬上は別にして、
老健施設における看取りは在宅復帰」との考えの
もと、積極的にターミナルケアを行っている。
　直近の過去6か月間での看取りは8例。診療所

や特養も入れると、年間で45例ほどの看取りを
行っている。
　看取りは今後も老健施設の大きな使命の1つと
なるが、そのためには「老健施設の介護職が医療
的な面でレベルアップすることが重要」と、田中
理事長は話す。同施設では医師、看護師だけでな
く、介護職、リハビリ専門職、歯科衛生士、管理
栄養士という全職種が看取りに関わるが、最も利
用者の近くにいる介護職に、医療的視点からの呼
吸状態の観察や、在宅酸素療法の知識なども必要
と考えている。
　看取りに関しては、近年、ミールラウンドでの
食事量と体重の測定値の経過とその方の死亡時期
との関係性の考察を、老年医学会や全国介護老人
保健施設大会でも発表した。結果、「亡くなる半
年前あたりから、なんらかの兆候が表れることが
わかってきた」（田中施設長）とのこと。こうし
た研究が老健施設から報告されることも頼もしい。

「私たちがはまゆうを育てた」 
地域との強い絆を感じる

　最後に、社会福祉法人賛幸会の地域支援と同老
健施設の関わりにも少し触れておく。
　同施設には渡り廊下でつながる2つの特養があ
るが、そのうちの1つには、周辺住民の誰もが集
える地域サロンや足湯コーナーなど、地域と一体
となり活動できるスペースが整備されている。
　「そうした活動の窓口は社会福祉法人ですが、
やはり専門多職種がそろっているのは老健施設で
すから、何かと老健施設職員に対応をお願いして
います。出張デイケア、介護予防教室、病気予防
や健康維持に関する講話会の開催などですね」と、
社会福祉法人側の荻原英子特養統括施設長は説明
する。
　その他、地域と一体となって盛り上がるのは、
やはりお祭りである。「いまや当施設が秋に行う

“はまゆう祭り”が地元の一大行事となり、地域
の皆さんに大変なご協力をいただいて運営してお
ります」（荻原特養統括施設長）。
　それを受け、田中施設長もうれしそうに話す。
「地域の皆さんは、“私たちがこの地にはまゆうを
育てたのよ”という言い方をします。私たちが施
設を支え育ててきた―と、そう思っているん
ですね。そういう声を聞くと、地域との強い絆を
感じます」。
　できつつある地域包括ケアシステムを、今後よ
り強固にしていくためには、「地元の医師会と行
政の連携が必須」と、田中理事長は語る。
　すでに同施設の圏域である鳥取県東部の医師会
には市役所職員が2名、出向し、連携強化が進ん
でいるという。
　今後も地域の医療・介護をつなぐべく歩み続け
る老健施設はまゆうの地域支援、在宅支援に注目
したい。

左上：老健施設の食堂。ちょうど昼食の時間。右上：隣接する特養のデイサービス。左下：デイサービス内のリハビリマシン
が並ぶ一角。空いた時間は地域住民に開放している。右下：遊歩道のある中庭。気候のよいときは外で歩行訓練も。

左上：老健施設と特養をつなぐ渡り廊下より、敷地内の建物を望む。右上：併設の診療所。内科・外科・皮膚科・整形外科な
どの医師がそろう。左下：敷地内のグループホーム。右下：地域にも開かれた「おれんじかふぇ」は、ボランティアにより運営。
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