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「宇佐市医師会だより」に 2016 年（平成 28 年）７月号から 1 年間、宇佐地域の今
現在の医療介護の現状について、そしてそれに対して地域の一開業医としての私見を投
稿しました。認識不足と尚且つ偏見と思いこみの強い文章となっていると思いますが一
部掲載いたします。

宇佐市医師会と地域医療・介護

医師会だより投稿原稿（ページ数）

① 人口減少の中での宇佐市の地域医療（２－５）
② 在宅死について（６－８）
③ 安心院地域での在宅医療の変遷（９－１２）
④ 介護施設の急増、高齢者減少（１３－１６）
⑤ 宇佐市医師会の在宅医療介護連携推進事業の受託について（１７－２０）
⑥ 在宅医療についての私見（２１－２２）
⑦ 平成 30 年同時改定から 「介護医療院」「患者本位の医薬分業を」について
（２３－２５）
⑧ 「死に場所づくり」（２６－２９）
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① 人口減少の中での宇佐市の地域医療について
昭和 62 年 4 月、勤務医を辞して故郷で父と共に診療開始し、医師会Ａ会員として当時の
宇佐郡市医師会に入会しました。それからしばらくして時枝先生、上田先生両会長のもと
連続して 10 数年理事を務めさせていただき、雄志多才の諸先輩のもと常に一番若手の理事
として本当に多くのことを勉強させていただきました。しかしその後は私事多々あり一会
員として参加しておりました。2 年前から思いがけず再び年齢的にも卒業したと思っており
ました地区理事を仰せつかっております。
この「宇佐市医師会会報」は昭和 53 年 6 月 10 日が第一回の発行、時枝先生がワープロ
でご自分で編集されてきたと聞いております。以後 38 年になります。
昭和 56 年 4 月には念願の宇佐高田医師会病院開院。
こちらも開院後 35 年が経過しました。
現在宇佐市医師会としては病院建て替えと云う大きな問題に直面しており変革期と考えて
おります。西村会長が県医師会報の 6 月号でも述べておられます様にどうか全医師会員の
先生方の全面的な御指導、ご協力をいただきます様心からお願い申し上げます。
先日地区にある高校から課外授業の一貫として、地域のいろいろな職種の方に学生から
のインタビューをお願いしているがよろしいかとの申し出がありお受けしました。
当日 4 人の女子高生が来院、よくある一般的な質問に答えていきました。
「病院と診療所の
違いはなんですか？」「診察に行くとき保険証がなぜ必要ですか？」「夜悪くなったときな
ぜ医師会病院まで行かなければならないのですか？」この質問への答えにはちょっと窮し
てしまいましたが、
「社会福祉士になりたいのですがアドバイスしてください」には感心す
るとともに大いに励ましました。その後ある学生から「地域医療とはなんですか？」と問
われました。高校生からの質問としては想定外でしたが、とりあえず医療に従事する者が
地域の方たちに対して、治療だけではなく、高齢者の支援、子育て、疾病の予防活動など
など市役所や地域の関係ある方たちと一緒に地域住民の健康を守り維持するために活動し
ていくことでしょうと答えました。
「地域医療」と云えば、今回医師会においての会務分担で地域医療と介護保険を担当す
るようにと会長より指示をいただきました。今、宇佐市における医療と介護に関してはあ
らためて考えてみますと、近年の地域の人口の変遷（急激な高齢化、少子化、絶対的な人
口減少）に元を発して重大事態に直面していると考えます。
今でもそうでしょうか？

私たちがその昔、開業するため勤務医を辞するときの送別会で

のあいさつ、または葉書での開業のあいさつ文には「今後は地域医療に貢献するため頑張
ります」と必ず述べていました。理解したうえで述べていたかどうかは別として、確かに
耳触りのよい文言ではあります。しかし実際に開業してからは「地域医療どころではない」
というのが現実だったと思います。
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ところで厚生労働省では 2025 年以後継続する超高齢化社会への対応として「地域包括ケ
アシステム」の構築などを理由に、または逼迫する財政事情から医療、介護に関する法律
の改正（改定）を目まぐるしく施行していくと思われます。
取り敢えず、2017 年末で医療、介護の各療養病床が廃止され、今その転換先の形態が社会
保障審議会で論議されているとの事です。医療に関わるものとしては正直先行きに大いに
不安を感じており、今後地域医療という概念も、また医療それ自体の立ち位置もかなり変
化してしまいそうに考えますがどうでしょうか？
ただ、田舎の開業医となって２８年、今あらためて思いだしそして思うことは、子供の
ころから見つめて来、そして開業後しばらく机を並べて一緒に診療した自分の親父さん、
そうあの父たちの世代の先生方が積み重ねてきた事、実践されてきたことが所謂「地域医
療」だったのではないか。そんな事を思う今日この頃です。
以下図表を少し提示します。
（宇佐市ホームページの統計資料から引用作図しました）
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上図は大正 9 年（1920 年）から最近までの現在の宇佐市全体、合併前の旧宇佐市、安心院
町そして院内町の人口の変化です。
終戦直後、つまり団塊の世代といわれる私たちが生まれたころ宇佐市全体で 10 万人に達し
た時期もありました。それから約 70 年後の現在は 56、000 人です。
安心院町は 16、000 人から 6、400 人へ、院内町も 11、000 人から 3、900 人へと激減して
います。医師会病院の設立時の昭和 56 年が宇佐市全体で約 68、000 人、そして平成 27 年
が 56,000 人と 35 年間で 12、000 人減少していることになります。次回報告しますがその
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間病院、診療所数、ベッド数等ほぼ変化ありません。
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宇佐市の将来推計人口（％）
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上図は宇佐市の将来推計人口（年齢層別割合）を示しています。2015 年では 18.4%であっ
た 75 歳以上の人口が 2025 年には 19.4%
（全人口の約 5 人に 1 人）、
2040 年にはついに 23.8%、
約 4 人に 1 人が 75 歳以上ということになります。これぞ超高齢化社会！想像できそうだけ
ど想像したくない。15 歳未満の子供は 12.7%から 10.7%へすでに今も 10 人に１人です。
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上図は平成 14 年から 25 年までの宇佐市人口の社会増・減、自然増・減を示しました。社
会増とは人口の流入、社会減とは流出を、自然増減とは出生数と死亡数の差を示します。
平成 14 年には社会増、自然増でマイナス 246 人、平成 25 年にはマイナス 715 人となって
います。24 年 25 年と急激に減少、これは社会減が著明であったためですがこの理由は確認
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しておりません。いずれにしろ自然増、減だけ見ても平成 14 年のマイナス 231 人から平成
25 年にはマイナス 461 人と年間約 2 倍の人口の減少がみられます。このペースでいくと約
56、000 人の宇佐市の人口の１％が年々減っていくことが推測されます。
以前から小院の前の交差点の角に葬儀のあるときは案内板が立てられます。自分の診て
きた患者さんではないかと確認するのですが、明らかに最近多くなっています。
安心院町では５年毎にみても、人口が平成２年(9、001 人)、７年(8,448 人),１２年（8、034
人）１７年(7,626 人),２２年（7、140 人）
、そして平成２７年（6、449 人）
、２５年間で実
に 2,552 人の人口減がみられるのです。単純に計算して年間１００人の減少です。
安心院４地区に小学校がありますが、私が校医をしている山間部の小学校ではこの５～６
年間入学児童数は５人以下です。出生数を安心院町で年間３～４０人と考え、社会増減が
０と仮定すると、この数年は年間１３０～１４０人死亡していると推測できます。しかし
住民票には表れない人口の減少がさらに年間およそ 40~50 人はあると考えています。この
件は介護の関連で述べたいと思います。町内山間部に限らず、中心部でも空き家が目立っ
ています。小中学校時代まで過ごしたころの面影は全く見られません。寂しい限りです。
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上図は今年の正月に久方ぶりに同級会を開くための住所録を、幹事をした友人から借りて
現住所別に分類したものです。中学卒業時全１４５名でした。現在町内に残っているのは
４分の１の３４名です。県内（ほとんど大分市）が同じく 4 分の 1。残りは九州内、関西、
名古屋、東京です。そうです、私たちが団塊の世代、2025 年、後期高齢者になります。
＊＊＊蛇足です。年をとりました。あの頃のこと、思い出すと浮かんでくるのは、なぜか
「ああ上野駅」と「東京オリンピックのチャフラフスカ」。
「就職列車に揺られて着いた・・・。
上野はおいらの心の駅だ・・・。くじけちゃならない人生があの日ここから始まった」
変ですよね、九州にずっと住んでいたし、集団就職はしてないし、一学年 800 人、１５ク
ラスの高校で受験勉強ばかりの日々。

とにかくただチャフラフスカの体操演技を見たか

った。校内実力テストを控え下宿のおばさんから下宿生同級の 5 人全員、とうとうオリン
ピックのテレビ放送を見せてもらえなかった。運動会も修学旅行もなかった。
折に触れ“ジーンとくる思い出”です。

2016 年 6 月 30 日

（古荘陽三）
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② 在宅死について
以下、７月７日共同通信配信の記事で大分合同新聞では一面に掲載されていました。
≪病院ではなく、自宅で最期を迎えられるよう国が「在宅みとり」を推進する中、自宅で亡くなる人の割合に大きな
地域差があることが 6 日、厚生労働省の全市区
町村別の集計で分かった。人口 20 万人以上の
都市で 8.0～22.9％と差は約 3 倍。人口 5 万人以
上 20 万人未満の中規模自治体では 5 倍近い開
きがあった。 訪問診療のマンパワーの違いや、
自治体の取り組みの濃淡などが要因とみられる。
「住み慣れた自宅で逝きたい」という希望をかな
えるには不十分な現状が浮き彫りになった。
1、741 市区町村別の在宅死の割合が明らかに
なるのは初めて。2014 年の人口動態統計のデー
タを基に集計した。≫
・・・・・合同の記事では、さらに人口５万～１０万の自治体（全国４２８市区町）の中で大分県では宇佐市が全国で
下位の１０自治体の中に入っている（下から５番目）と報じていました。
日本では１９７０年代に病院や診療所における死亡の割合が在宅死を上回り、２０１４年には病院死
が７５．２％に対し、有料老人ホームやグループホームを含んだ在宅死は１２．８％となっている。
そんな中、内閣府の１２年度調査では、５５％以上の人が「最期を自宅でむかえたい」と望んでおり、厚
労省は「自宅での看取りの推進」を図っている。
（毎日新聞７月７日）
厚労省がなぜ在宅医療、（在宅看取り）を勧めてきたのでしょう
か？
単純に考えれば、寿命が延び医療費増が進む一方の中、どこまで
病院での医療を続けるかという問題に突き当たる。病態が固定し
ある程度以上の年齢となったならば、安らかに自宅で最期を迎え
させたいというのが調査結果からうかがえる基本的な考えだと
思います。
さらに現実的な視点からは、増え続ける国の医療保険（介護保険
も同様）の負担が財政圧迫を招き、結果として国民の税負担増に
なっているという点も厚労省は指摘したいのだと思います。
在宅ケア（終末期ケア）と施設ケアについての分析、比較は１９
８０年代から厚生省および各学会等で論争が続けられてきたよ
うです。その間厚労省は一貫して「在宅ケアは施設（入院）ケア
に比べて安価である」と主張してきておりそれに基づいた政策を
進めてきました。しかし、「男女雇用機会均等法」の制定、そし
ていま、「一億総活躍担当大臣」の登用などから、今後も全国的
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に在宅ケア、在宅死について変化はなかろうというのが一般的な考えだと私は思っておりました。
しかし、ここで注目したのは、２０１３年発表された日本福祉大学教授、二木立先生の「在宅ケア、終
末期ケアの経済分析と死亡場所の変遷」という論文でした。その中で「今後在宅死亡割合は大きな地域差
が明らかになる。つまり大都市（首都圏、関西圏それ以外の大都市）
、政令指定都市では今まで言われた常
識と異なり在宅死は増加していく。一方、その他の市区町村ではやはり在宅死は減少する。
」この予測は今
回７月６日に初めて厚労省が調査し発表した結果に合致しています。
「今まで農村部で在宅死亡の割合が高
かったのは三世代同居がその理由とされていた。しかし現在その相関はなくなってきている」と指摘。
「た
とえば山形県は高齢者とその子の同居割合が日本一高いが、在宅死割合は激減しており、逆に東京都は同
居割合は低いままだが在宅死亡割合が急増している。さらに東京都の在宅死の中では“孤独死”が多くな
っていく」とも言及していました。そしてもう一点、在宅と施設ケアの費用についても、
「障害がある程度
以上重い方では狭い意味での公的な医療・福祉費は在宅のほうが施設ケアに比べてむしろ高くなる。これ
は世界でも日本でも学問的、政策的に確認されている」と述べています。
その後、国は社会保障・税一体改革の中で「居宅生活の限界点を高める」という文言を使っています。
つまり今後はさらに在宅ケアを充実しつつ、なるべく長期在宅介護を続け、その結果として在宅看取りが
できればよし、そうでなければ最期は病院、施設での看取りでも構わないと判断したものと思います。
ここで私は根本的な問題としては、とにかく医療の関与、バックアップのないところでは看取りはでき
ないという現実であると考えます。法的にはサービス付き高齢者住宅を含んだ有料ホームやグループホー
ム、無届の入所施設での死亡は在宅死として扱われます。
医師法では「医師の応招義務」として「診療に従事する医師は求めがあった場合正当な理由なくこれを拒
んではならない」という条文が残っているそうですが、時代が変わり医師の過半数が病院勤務医となり、
また都市部においてはビルクリニックが一般化し、さらに地域で内科一般として開業する場合も勤務医感
覚であることが多いと思われ「職住分離」が当然のこととなり、そのような時代の流れと共に、いわゆる
「応招義務」も広義に解釈されてきたものと考えます。
ただ地域において夜間医師不在の中、近年驚異的に増加し、法的には在宅として扱われているいわゆる有
料ホーム等において，最近良く耳にしますが入所者が心肺停止状態となり、死亡確認のため救急搬送され
るという件数が多くなっているといわれることが事実であれば果たして如何なものでしょうか？
また一方国は「公的施設」としての特養等での看取りについては積極的に推進する意向を示し、昨年４
月の改定では「看取り加算」を高点数で新設しました。その結果特養では介護職員の増員、特に２４時間
常勤看護師が必要であり、内部留保等で余裕があるとも言われる施設に看護、介護職員が集中し、結果と
してその他の施設ではますます介護職員の採用が困難な状態となっています。特に宇佐市においては一般
有料老人ホームの乱立もあり介護職員の不足は極めて深刻です。
また特養に関しては医師がその経営に関与している施設は別として、大部分の特養等では嘱託医を地域の
開業医師に依頼しており、夜間の施設看取りの増加に対し県内の知人医師数人から苦痛の訴えを最近よく
聞きます。このように在宅、施設看取りの推進を進める厚労省はに対して、医師会は嘱託医の待遇等を含
み、医療者の存在、その立ち位置を尊重し見直すべく申し出をするべきと考えます。
そのような状況で、厚労省はさらに一案として、２年後に廃止する意向の病院療養病床に代わるものとし
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て、地域の医療機関が「サービス付き高齢者住宅」経営に関与していくことを期待していると聞きます。
一般の有料ホームに伍して、医師が類型の「サ高住」の経営でビジネス化してしまっている介護業界に参

人数

入することは、ヒポクラテスの「奉仕す」精神の医療者には私は向かないと思います。如何でしょうか？

かかりつけ患者さんの死亡場所
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上図は平成５年から昨年まで私が診療に関わった方の死亡場所についてまとめたものです。やはり今後も
在宅看取りの増加は困難と思います。

介護施設の種類

厚生労働省「介護を受けながら暮らす高齢者向け住まいについて」２０１４年
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3,308

203,914

住宅型有料老人ホーム

5,100

143,466

健康型有料老人ホーム

16

611

その他の

サービス付き高齢者向け住宅

4,555

146,544

施設

グループホーム

12,537

189,996

シルバーハウジング

883

23,771

特別養護老人ホーム

7,865

516,000

介護老人保健施設

3,994

349,900

介護療養型医療施設

1,575

70,300

ケアハウス

2,182

91，474

養護老人ホーム

953

65,113

有料老人ホーム

運営

公的

介護保険施設

施設

福祉施設

2016 年 7 月 28 日

（古荘陽三）
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③ 安心院地域での在宅医療の変遷

１９６０年代、“３ちゃん農業”という言葉がはやりました。高度成長期の前半「オ
リンピック景気」「いざなぎ景気」などと呼ばれた時代で、父ちゃんが都会に出稼ぎに
行き、残ったじいちゃん、ばあちゃん、かあちゃんで担っていたことで流行語になった
そうです。
ちょうどそのころ安心院町は国営パイロット事業により「西日本一のぶどう団地」をス
ローガンに米麦および繁殖牛、養蚕などからぶどうの植栽を主体とする農家が増えてい
きました。当時は一家総出で朝早くから夕方遅くまで働き、その後ゆっくり風呂に入り
一杯飲んでから「薬が無くなったのでおくれ」と受診する人が多かったと聞きました。
もちろんその時間帯は職員さんはおらず、父ちゃんが診察し、母ちゃんが事務と調剤助
手をする。「２ちゃん診療だ」と親父が言っていたことを思い出します。当時地域の開
業の先生方は皆同様、それをなんとも思わず日常茶飯事とされていたようです。学生時
代の私が帰省した時、電話に出たら「夜の診察は何時からですか」と聞かれびっくりし
たことを覚えています。
と、ここで思い出しました。ちょうど７月の理事会の議題の中、「市議会から休日当
番医に外科、内科を各々必ず配置してほしい。さらに夜間も夜１０時ころまでの当番医
配置をお願いしたい」という要望があり討議しました。無床診療所だけで夜間はほぼ無
医村となっている（旧宇佐市は別として）、今の地域の現状ではなかなか難しいだろう
と発言しました。以前お話しした高校生からのインタビューで「夜悪くなったらなぜ医
師会病院まで行かねばならないのですか？」と質問されたことに繋がっているようです。
開業して数年の頃（当時は診療所内に住んでいました、無床です）、

真冬の深夜、

自宅側の玄関で「こんばんは、今晩は」という声で起こされ、
「どうしましたか？」
「何
か息苦しい、気分が悪い」とのこと。自分ひとりで軽トラックを運転してきているよう
です。急いで診療所の玄関を開け暖房を入れましたが、今まで見たこともない人です。
とにかく心電図をみると、急性心筋梗塞、さらに完全房室ブロック。これはとすぐにと
医師会病院へ電話をする。事務当直は「今、丁度呼び出しで常勤医が来ていますが手が
離せないようです」との返事。「何科ですか？」と問うと「循環器科」と。それならと
「とにかく心筋梗塞でブロックなので、自分で最初は処置、対応しますので、放射線技
師さん呼んで心カテ室の準備をしていただくようお願いします」と告げると、しばらく
して「だめだそうです」との事。「え！なぜ？どうして？」しかし、何はともあれとに
かく急がなければ。開業前勤務していた病院の後輩の官舎に直接電話し快諾を得た。さ
て次は・・、妻は娘の PTA で福岡へ行って留守。容態を見ながら患者さんの家族へ電
話、救急隊へ連絡。
「先生は同乗してくれるんでしょうね？」うるさいな、
「もちろんで
す」ガッチャーン。その間もここで急死されたら誰もいない、自分のとった対応を証明
してくれる人がいない、などなど頭をめぐる。やっと到着した救急車に乗り、アフリカ
ンサファリの山道を（宇佐別府道路まだ開通していない）横座りの救急車で気分悪くな
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り病院へ着いたときはへとへと、グッタリ。一応処置が終わるまで見届け、タクシーで
帰り着きすぐ朝の診療開始。しかしさらにそれから確か１～２週間後。夜遅く今度はか
かりつけの独り暮らしのお婆ちゃんから「気分が悪いので来てください」と電話あり、
訪問し診察するに、「あれ、これは」と持参の携帯心電計でみるとまた心筋梗塞。今度
はもう直接後輩に電話した。しかし山奥、救急車を呼んで同乗し、いったん町内へ出て
またサファリの山道を、特別車で横揺れしながらのドライブ、往復で４～５時間。翌朝
早く帰り着いたら、またすぐにタクシーで患者さんの家まで自分の往診車を取りに行く。
“♪♪

あの時君は～～若かった～～♪♪” （1968 年ザ・スパイダース）
・・・貴

重な思い出です。
新米の田舎医者でした。当時の地域の先生方には当然のことだっただろうと今は思いま
す。私も生まれ育ったところ、だんだんと慣れていきましたが、時は移り、寂れ行く一
方のこの地域では、別府や大分あたりからの通勤型の開業形態が当然の事、私を含み医
師も高齢化してきており、夜間当番医の配置はやはり無理と思います。しかし議会にお
ける地域の方々の要請も十分理解できます。地域医療の原点かと思います。開業時、皆、
何かわからぬまま「地域医療に貢献します」と言っていたことを思い出します。
・・・・・
長くなってしまいました。

閑話休題。

ちょうど１９６０年、国民皆保険制度実現、１９６３年には特別養護老人ホーム事業
（措置制度）開始、そんな時代、当時男性の平均寿命が６５歳、女性が７０歳。６０歳
を過ぎると“中風”で寝たきりになる人が多く、そんな中で、お嫁さん（かあちゃん）
は農業、子育て、そしてその後は舅、姑の介護と大変な時期を過ごされたと思います。
それを振り返りつつ、あの頃釈迦力になって働き、今、老夫婦二人または連れ合いに先
立たれて一人暮らしの老後。どんな心境で毎日過ごしているのでしょうか。そんな今、
息子夫婦と孫はちょうど「スープが冷めてしまう」くらいのところで新居を構えるか、
またはアパート、とは今は言わないか、
・・・
「えーと」アーバン、コーポ、ハイム？を
借りて住む。土曜日曜の早朝、犬の散歩をしていると小学校の駐車場には、各々、若夫
婦そろって皆同じく今流行りのワンボックスカー（と言うのですか？）で集まり、それ
ぞれの家族で子供のサッカー、少年野球の試合にと、ワイワイガヤガヤ楽しそうに出か
ける。理想の家庭、理想の生活。
「保育園落ちた。宇佐市、死ね。
」など決して言うこと
もなく。知り合いの息子と会釈をしながら、「時にはじいちゃん、ばあちゃんに孫を見
せに連れて行ってるかえ」「ばあちゃんをその大きな車に孫と一緒に乗せてあげたこと
はあるかえ」と、いらぬお世話。つい口に出しそうになる。ばあちゃんはそれでも、今
では他人に頼んで田植えから、収穫までしてもらった自田のお米を、秋になれば息子が
一人で貰いに来るのだと楽しみにしている。 これでいいのか！！「仕方がないですよ」
と力なくばあちゃんは言う。決して昔、姑に強いられたような事は息子の嫁にはしない、
言わない。息子を褒め、そして孫の成長を喜ぶ。横にはどうしてもデイサービスに馴染
めないじいちゃんが、一日中薄暗い部屋で佇む。そんなじいちゃん、ばあちゃんが・・。
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ある日突然、二人で（または独り身となった老人が）忽然としていなくなる。息子のと
ころ？ではないだろう。一番近い隣人（と言っても数百メートルは離れている）に聞い
ても知らないという。

ケアマネも知らない？（そんなはずはない）。「神隠し？拉

致？」
・・やがて、しばらくして市内の有料老人ホームへ入所していると人づてに聞く。
これは結構この頃良く聞く話です。しかし、実際このような環境で、在宅サービスをい
かに上手に使っても、山間部に住む老人には、自らの生活を維持していくことはなかな
か大変。一昔前のような定期路線バスはなくなり、タクシーに乗れば診療費の何倍もの
お金がかかる。 出来た（親孝行でいろいろ余裕がある）息子は、自分が休みの土曜日
の午前中、または日曜日で当方が当番医のときには、親の受診のために車に乗せて連れ
てくる。「今日は息子が連れて来てくれた。帰りに買い物をしてお昼ご飯を食べて帰る
んで」 それを聞いてこちらもうれしくなり、つい微笑んでしまう。「本当、良かった
ね～」しかし介護１～２度で加えてどちらかに認知症がある老夫婦二人、または独居、
そんな高齢者たちは現実的には山間部で暮らすのは難しい。ここで先ほどの様な行方不
明事件は起こりうる。今、林立する有料老人ホームはこんな高齢者を歓迎します。介護
度高ければ尚歓迎です。夫婦のまたは独り身の老人の年金か、またはそれにほんのわず
か足せば有料ホームには十分入所できます。出来るようにしています。入所時契約金な
し。一か月、部屋代と管理費で２万円？それに食事代１万 5 千円（本当？全国の有料ホ
ームの食事代の一か月平均は 3 万 9 千円）そしてその他少し。（これらは県のホームペ
ージで、実態調査結果として記載されている）実はこの様な料金はいくらでもよいので
しょう。プラス介護保険利用料が介護度別の利用限度額以内で、その１割（ここです）。
だから○○○○なら尚、大歓迎？ 介護支援専門員によって厳密に「アセスメント、プ
ランニング」された結果での毎日、毎晩規則正しいサービスの提供。しかし介護度低く
認知症あると歓迎されない。昼間全員参加のデイサービスで少ない介護職員では大変だ
から。今、特養待機者が減少しています。昨年から原則特養入所が「要介護Ⅲ以上」と
なったからと言いますが、安くてすぐ入れる有料オームへの入所増加のためと思います。
その一方グループホーム入所待機者が今度は増加。昨年から宇佐市はグループホームの
事業者を募集しているが応募がありません。収支差益が入所施設では特に低く、介護職
員の配置基準も厳しいなどが理由と思います。介護施策はちぐはぐで首尾一貫していな
いと思います。
もう一件、つい先日の事です。朝、町内Ｔ地区に住む患者さんの奥さんから、「夫が昨
夜から 38 度以上の熱が出ている往診お願いします」と電話がありました。5 年前から
在宅酸素行っており、高血圧、糖尿病、慢性心不全も合併、別府市内の病院に通院、入
退院を繰り返しています。町内のこの地区は、サファリを越えて別府市内へは宇佐市へ
行くのと時間的に変わらず、別府市内の病院、診療所が「かかりつけ医」の患者さんが
多いところです。患者さんは 85 歳、私にはこの 5 月が初診です。下肢が弱って家事も
介護も困難になった 80 代の奥さんと二人暮らし。訪問介護は入っていますが、別府市
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内に住む息子のお嫁さん（キーパーソン）が週に 1 日は帰ってお世話をしている。一度
会いましたがしっかりしたお嫁さんでした。前主治医からは今後は全身状態の悪化時は
いつでもお受けしますから、このまま在宅で、出来たら看取りまでお願いしますとの情
報提供をいただく。午前の診療終了後往診。呼吸苦強く、酸素４Ｌ/ｍでもＳＰＯ２は
８６％、（通常でもトイレ後などは８０％台）全身浮腫あり、呼吸不全心不全に肺炎の
合併も考えられる。奥さんはとにかく入院をと希望される。処置その他施した後採血し、
検査の結果そして対応等をお嫁さんに相談するので電話をくれるよう伝えて午後一時
過ぎ帰院。息子嫁とは仕事中で連絡が取れないと奥さんから電話あり。一応前医の病院
へ「患者さんの○○さんのことでご相談したい」旨電話し取次ぎを頼むと、「今外来診
療中故終了後こちらから連絡しますとの事です」と連携室が答える。その後、検査結果
はＷＢＣ 13,800、ＣＲＰが 25.84、等々。 5 時過ぎ前医からようやく連絡あり、本日
の状況を説明し「息子嫁とはまだ連絡取れないが・・・」と言いかけると「在宅医療と
は」「このような症例はもう何回も同じことを繰り返しており、在宅で看取りまでする
べきであり、そのように管理、指導していかねばならない」等々いろいろご指導、ご教
授をいただく。「それは重々理解しておりますが、一応ご家族と・・・」と言っている
と、「とにかく今日自分はもう病院にはいないので、入院するなら当直医に連絡するよ
うに」で電話は切れた。今まで面識のないドクターでしたが・・・。 その時やっと息
子嫁から連絡あり。何か急いでいる様子で「今帰ってきました。これから入院するので、
病院宛に手紙をファックスしてください」と、「ぇ、え、なに、何？入院決めたの？誰
に頼んだの？」しかしそれだけ言ってまた電話は切れた。翌日例の愛想のない「入院お
知らせ」のファックスが届き、主治医は別の医師でした。 やはり地域においては、ま
だまだ在宅医療の推進、在宅看取り、そしてさらに「地域包括ケアシステムの構築」に
ついてなどなど・・・・その見通しはなかなか・・・大変だと思います。
2016 年 8 月 26 日
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④ 介護施設急増・高齢者減少

有料老人ホームの設置状況（大分県）
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7,991
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4.3

大分市

55,118
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3,901
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85.1

6

別府市
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中津市
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11
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3.1

日田市
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7
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1.6

佐伯市
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4.5

臼杵市
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9
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2
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7
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上の図は過去 10 年間の県内有料老人ホーム（サ高住は除く）の設置数、定員数の変化を、表は
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県下各市町村別の高齢者数（65 歳以上）
、有料ホーム数、定員数および入居率をみたものです。
（大分県ホームページより一部改編、
平成 27 年 7 月現在） 表の入居率①は入所者数÷定員
（％）、
入居率②は入居者数÷65 歳以上人口（％）を示します。過去 10 年間で有料ホームの施設数は
20 施設から 299 施設と 15 倍。定員数も 959 床から 9,589 床へと 10 倍の増加です。表から見て
も宇佐市においては、ホーム数、定員、実際の入所者数何れもかなり多いようです。全市町村
の中で、ホーム数、定員数および実際の入所者数はいずれも全県第 4 位、入居率①および②共
に実に全県第 2 位です。これは何を表わしているのでしょうか？単純に宇佐市は要介護の入居
必要者が多い、特養その他の入所施設数自体が少ない、入所施設が多いため勧誘が激しい、入所
条件が良い（費用が安い）ので安易に入所している、等々が通常は考えられます。全国的に今、
「特養待機者急減、要介護者奪い合い、施設に空きが出始める」
（28 年 7 月 1 日

毎日新聞）と

言う状況にあるようです。特に東京近辺では国の方針で積極的に特養を新設するように誘導した
結果、介護職の人手不足、入所条件厳格化（要介護３以上）、一部利用料が 2 割負担へ増額、さ
らに入居費、食費の増額（軽減措置の削除）等々で利用者の負担増も重なり全国的に特養待ちが
減少。そこには入所条件の良い（安くてすぐ入れる）所謂有料老人ホームが全国各地で暗躍。さ
らに補助金と税優遇がありながらも、その運営法が通常の有料ホームと変わらないとしか思えな
い「サ高住」が宇佐でも数年来急に増加。全国ですでに 20 万戸を超えていると言われ、有料ホ
ーム同様に一部はチェーン化しコンビニみたいな勢い。

⎾介護も医療同様“commercial

purposes”であってはならない⏌はず。
（そんなの関係ねえ・・小島某？）で所詮は「犬の遠吠え」か。

下の表は全国および大分県の各入所施設の状況をみたものです。
人口１，０００人当たりの入所施設定員数
65 歳以上
全国平均

75 歳以上
大分県

（全国順位）

全国平均

大分県

（全国順位）

Ａ）療養病床

10.7

9.8

26

21.8

18.3

32

Ｂ）介護老人福祉施設

16.2

16.4

31

33.2

30.7

40

Ｃ）介護老人保健施設

11.2

13.9

13

22.9

26.1

14

Ｄ）有料老人ホーム

9.9

20.2

2

20.2

37.8

2

Ｅ）サ付高齢者住宅

5.1

6

13

10.4

11.2

16

Ａ～Ｅ 計

53.1

66.3

7

108.5

124.1

7

平成２6 年（2014 年）厚労省地域医療構想策定ガイドライン｛77~78 ページ｝より抜粋
（宇佐市は 65 歳以上）

大分県は 65 歳以上、７５歳以上の人口 1,000 人に対する介護入所施設全体の定員はそれぞれ
全国 7 位。さらに有料老人ホームにおいては 65 歳、75 歳以上 1,000 人に対する入所定員はい
ずれの年齢層でも大分県は全国第 2 位。
（同様の事を県医師会報 10 月号、吉賀常任理事は巻頭
の「視点」で全国有料ホーム協会の平成 26 年度調査結果では、65 歳以上人口 10 万人当たりで
大分県の有料ホーム定員は全国第 1 位。充足率は全国平均の 2 倍で供給過剰に転じていると指
摘しています。
）さらに前掲表から宇佐市で 1,000 人当たりに換算すると実に有料ホームだけで

宇佐市

６３．４

１５

65 歳以上 1,000 人当たり 63 床、
全国的にも際立っている。
これに老健、特養、
サ高住、

療

養病床等の定員が加わる。尋常ではない。もうわかった、わかりました。ギブアップです。
院内
安心院
北部
西部
駅川
宇佐
長洲
0
高齢化率

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
長洲 宇佐 駅川 西部 北部 安心院 院内
35% 38.20% 21.70% 25.90% 33.30% 41.90% 40.90%

高齢者人口 4,100 2,086 2,106 3,131 2,870 2,974 1,760
総人口

11,709 5,467 9,689 12,081 8,628 7,099 4,305

上の図は宇佐市の各圏域別の現在の総人口、高齢者人口および高齢化率を示しました。（宇佐市
第 6 期介護事業計画より）
さらに下表は

安心院、院内圏域ではすでに高齢化率は 40%を超えています。

安心院、院内（両院）について現在の施設数、入所定員および 65 歳以上人口（人

口は 10 年後、平成 37 年の予測）を示しますが充足度はきわめて多い（高い）事がわかります。
現時点で予測するに 10 年後、両院の 65 歳以上の 100 人に 10 人は施設に入所している？

在

宅医療がどうのこうのと（一応有料ホームも在宅扱いですが）言ってる場合じゃないでしょう。
特養
両院入所施設数
入所定員

有料ホーム

ＧＨ

計

安心院町

院内町

計

3

5

1

9

65 歳以上

2,160

1,305

3,465

150

190

18

358

入所定員

170

188

358

充足率（％）

7.9

14.4

10.3

介護入所施設、特に「有料老人ホームの高齢者人口 1,000 人当たりの定員」が大分県は全国
第 2 位（50.9 床）、さらに宇佐市が県内では第１位（63.4 床）、そして院内、安心院地区では 54.9
床、これが今の現実です。宇佐市では前述のように、全県的にも際立って有料老人ホームの戸数
と共にその入居率の高さが目立ちます。宇佐市内には特養 4 か所、地域密着型特養（定員 20 名）
2 か所、決して多くはありません。ただ人口減少著明な安心院、院内に特養 2 か所、地域密着型
特養 1 か所（合計定員 150 名で宇佐市全体の特養定員の実に 45％）と明らかな偏在がみられま
す。現在両院では特養、有料、GH で合計 358 床、65 歳以上 1000 人当たりで定員は 81.3 床、
推計した 10 年後の高齢者人口 1000 人当たりでは実に 103.0 人の介護入所ベッド数が存在する。
これほどまでだったのか。もうとにかく唖然と言うか諦念。今後高齢者は大都市周辺では団塊
の世代の高齢化と共に著明に増加しますが、地方の市町村では今後は高齢者人口も減少驀進。

１６

恰も田舎ではまだまだこれからも高齢者が増えていくと思い込み（勘違いして）この 10 年近く
そして今でもなおこの宇佐市では有料老人ホーム、サ高住が増えており、大きなる禍根を残し
続けている。一方で安心院、院内地区での「少子化」は頭痛。私が校医をしている小学校はこの
4~5 年入学児童数は 5 人前後。ついに来春入学児はゼロになりそうだと先日就学児検診の件で
保健の先生から連絡がありました。全校児童数が 40~50 人。10 数年前教育委員として町内 4 地
区の中学校合併を了解いただくための地域説明会で大変な抗議とお叱りを頂いたことを思い出
しました。小学校の統合合併は確実に地域崩壊を招きます。 「少子化」が叫ばれるようになっ
てずいぶん経ちます。同時に「高齢化、高齢化」と言い続けてきました。確かに高齢化なのです
が我々が医療に関わっているこの地域では、今「少高齢者化」を強く意識せねばならないと思い
ます。7~8 年後の後期高齢者たる我々団塊の世代は「就職列車に揺られて揺れて」遠く都会へ都
会へと行ってしまって戻ってはこないのです。
るのでしょうか？

10 年後この地域の医療や介護はどうなってい

何か変だなと思い始めたのはこの４～５年前からでした。 「患者さん

がいなくなる」普通なら死亡された、転医した、転居した等々確認できます。しかしそう
ではない。介護施設特に有料老人ホームに入所している。フリーアクセスが原則であるべ
き医療が今各地で指摘されているような「介護の囲い込みビジネス」に巻き込まれそうで
す。
（すでに巻き込まれている？）最近ようやく厚労省、会計検査院等も「介護施設による
利用者の囲い込み」について言及し基準等を再検討するようになったと言われますが楔を
打ち込むことができるか。果たしてこれが地域包括ケアシステムの目指す方向なのでしょ
うか？

次の世代の医師が地域で開業医、かかりつけ医として存在しているか？「有料ホ

ームの訪問診療は当院で」と広告宣伝しますか？介護施設の「お抱え医師」になっていた
りして。しかし、おそるらくは介護施設倒産続出？
2016 年 10 月 30 日

（古荘陽三）

１７

⑤

宇佐市医師会での在宅医療介護連携推進事業の受託について
「在宅医療・介護連携推進事業」については、平成 23 年以来厚労省はその施策のも

と各種事業を実施、その結果一定の成果を収めたとして、介護保険法の地域支援事業に
位置付け平成 27 年 4 月から市区町村が主体となり、郡市医師会等と連携し取り組みを
開始、平成 30 年 4 月には全国すべての市区町村で実施するとなっています。
宇佐市においても、ようやく平成 29 年 4 月より本格的に取り組み開始、宇佐市を委
託者として、宇佐市医師会がその業務「宇佐市在宅医療・介護連携推進事業」を受託、
宇佐市医師会館内に「宇佐市在宅医療・介護連携支援センター」を設置することを決定、
近日中に契約を締結することになりました。

医師会として受託する連携推進業務は、上記の②と⑧を除いた 6 項目です。
委託仕様書には、この推進事業について、“高齢者の増加、価値観の多様化に伴い、病
気を持ちつつも可能な限り住み慣れた場所で自分らしくすごす「生活の質」を重視する
医療が求められている。このため、在宅医療を提供する機関等を連携処点として多職種
協働による在宅医療の支援体制を構築し、医療と介護が連携した地域における包括的か
つ継続的な在宅医療および介護の提供について支援することを目的とする。さらにセン
ターは、公益性、包括性、地域性、協働性そして地域資源の活用の各視点に基づき連携
推進の事業を実施していく。”と記されています。また、センターには管理者として

１８

センター長 1 名、保健師または経験のある看護師１名

そして社会福祉士または経験の

ある介護福祉士１名の計 3 名を配置する。となっています。
全国的には平成 28 年８月 1 日現在でこの在宅医療介護連携事業８項目のうちすべてを
実施している市区町村は 174 市町村（10.0％）
、まだいずれも全く事業を実施していな
い市町村が 98 市町村（5.6％）とのこと。残りは 8 項目のうちいずれかは実施できてい
るという事になりますが、最も実施が出来てない項目は上記表の⑤「在宅医療・介護連
携に関する相談支援」であるそうです。（社保審介護保険部会第 68 回 28 年 11 月 16
報告）この事業の目的の中で「地域特性や実情を踏まえた適切かつ柔軟な事業を行う」
との記載があります。宇佐市でこの事業を推進していくうえでやはり⑤「医療介護連携
に関する相談支援」ここが私は一番のポイントではないかと思います。
ここで、東京大学高齢社会総合研究機構による在宅医療推進のための研修会（平成２
７年）から一部引用してみます。
Ａ いつから訪問診療を始めるか
① かかりつけ患者の通院が難しくなったとき
② 病院へ紹介した癌患者が家に帰りたいと相談してきたとき
③ かかりつけ患者の家族が通院困難で困っていると相談された時
④ 遠方の大病院へ通院中であるが副主治医的に補佐を依頼された時
⑤ 領域疾患の患者の最寄りの医療機関が自院であり訪問診療を依頼された時

Ｂ これから在宅医療に取り組むにあたって
① 外来患者も高齢化が進んでおり、かかりつけ患者が通院困難となった時に在

宅診療を担当することは信頼感、地域貢献のうえで極めて重要である。
② １人に１５～２０分の時間をかけて、疾病のみならず生活状況や家族背景を

把握し、患者の人生に関わることはかかりつけ医の醍醐味と言える。
③ 午後の診療は予約外来と位置付けるなどの工夫を講じて、午後３時間で６件

の訪問診療の枠を週３日設定すれば３０名の在宅患者を担当できる。
Ｃ 無理なく訪問診療を始める工夫
① 担当できる在宅患者数の上限や条件をあらかじめ設定する。
② 訪問診療（往診）エリアを診療所近隣に限定する。
③ 訪問看護をセットで導入する（連携する訪問看護ステーションと密に連絡す

る）救急時の入院受け入れ先を明確にしておく（家族の希望、今までの病歴
等）
④ 在宅医療に精通し相談できる医師の人脈を確保しておく

と言う提案が見られます。
ここで、在宅医療介護連携推進事業を進めるに際して、この地域における問題点とし
て私は以下の 2 点を指摘させていただきたいと思います。

１９

① 医師の参加意思が不明・・・特に都市部またその周辺部では在宅医療（訪問診療）
を取り入れていく医療機関は増えており、またそれに特化して開業するところも増
えています。平成 28 年 10 月時点の北部保健所による調査で、宇佐市では内科系診
療所では全 21 個所のうち 14 医療機関（67％）が訪問診療を実施するとの意向を示
し、24 時間、365 日の往診体制の確保が基本の「在宅療養支援診療所」の届け出は
9 機関（両院５機関、旧宇佐４機関）もあります。
（因みに中津市で訪問診療は約
50％で実施の意向、在宅療養支援診療所を届け出ているのは 1 医療機関だけ。
）
宇佐、中津とも対象調査機関数は 27 か所と同数。この結果は宇佐市は人口比の医
療介護施設数が多く、競合することへの思惑からでしょうか？ いずれにしても今
回の結果からは一見すると、在宅医療への取り組み意欲が強く伺えます。 しかし
私は、この地域で 24 時間体制で医療機関が対応することは、諸々の現実からまず
難しいと思います。今後も夜間の救急車の出動件数は増えていくでしょう。
② 地域の開業医が訪問診療を行う必要性がどの程度あるか不明・・・本来「在宅医療
とは基本的には患者の自宅で行う医療の事」しかし急激に有料老人ホームやサービ
ス付き高齢者住宅が増え続けており、そこに入居している人たちはその施設の部屋
が居宅であり「在宅扱い」となる。そこで、
「医療と介護の連携」ですが、まず有
料ホーム等とともに介護事業所を併設する医療機関が最近増加。この場合は医療は
無条件にその医療機関から、そして介護も同系介護事業所から提供され一体化して
いる。そして種々の業者が参入を続ける有料ホーム（サ高住）は、一般的には入所
施設自体と介護サービス提供事業所は、本体は同一でも介護報酬上の不利益を避け
るため別の法人としている。一旦開設し営業開始すれば診療については、入所者全
員を何らかの関係ある一医療機関に依頼（仲介業者の暗躍が指摘されたことあり）
するのが通常の事。前主治医が訪問することもあるかもしれませんがあまり聞きま
せん。この場合もやはり医療介護が見事に一体化している。このような現状で自宅
に住みながら訪問診療、介護を希望する患者さんは実際どのくらいいて、訪問診療
の意向を示す医療機関が実際どの程度参入しているのでしょうか。ビジネス化した
有料ホーム等は、介護サービス利用費はギリギリ介護度限度額でも 1 割負担で目立
たないし、勧誘のためなら部屋代、食事代はいくらでも低く提案する。入所前に生
活保護申請を仲介するとか信じられないうわさも飛び交う。山間部で頑張ってきた
高齢者もいつの間にか有料ホームへ入所してしまっている。昨年 11 月報告しまし
たように有料老人ホームの高齢者人口 1,000 人当たり定員数は大分県が全国第 2 位、
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宇佐市が大分県で第 1 位。安心院、院内では現在でも特養 2 か所で定員 150 人、有
料ホームが定員 180 人。高齢者の減少も明らかとなってきている中で、健康な人を
含んで 65 歳以上の 10 人に 1 人は施設に入所できるような態勢が今現在すでに出来
ている。明らかに供給過剰です。 私は思います。
「人の流れは川の流れと同様」つ
まり通勤、通学、買い物客、そして患者さんも施設利用者も川の流れが逆流しない
のと同様、平坦部から山中部へとは移動しません。いかに多くの介護収容施設があ
ろうとも、要介護者は「どうせなら」と住み慣れた山間部から、家族にとってもい
ろいろと便利な旧宇佐市の施設へと流れます。高齢者が減少するこの地域で今後は
入所施設も諸々大変と思います。そんな状況で「在宅医療介護の連携推進支援事業」
とは有料ホーム等に居住する方たちも対象になるのですか。すべての手筈を整え一
体化した医療、介護を無理やり提供していて何の連携推進支援が必要なのでしょ
う？（言いすぎでしたら撤回します） 地域（田舎）では独居老人または高齢夫婦
が如何に住み慣れた土地、住み慣れた自宅での医療・介護を希望されてもそれを良
しとしない如何ともしがたい現実。私は昨年合計 10 人の自宅訪問診療行い、うち 2
人を自宅で看取り、1 人が入院死亡、1 人は特養へ 4 人が有料老人ホームへ、現時
点で追加して計 4 人を大体月に１～2 回訪問しています。この程度です。旧宇佐市
内での現状はよくわかりませんが、本当に訪問診療、介護が必要となった場合、本
人の意志よりも家族、施設の勧めで供給オーバーとなっている有料老人ホーム（サ
高住）へと流れていくのが今後も続いていくと思います。ただし、今まで否定的に
述べた在宅医療介護連携についても、本当に理解あるご家族のもと自宅で同居出来
ておればもちろん、同居でなくても家族の温かい協力のもとで行われる医療介護の
連携は大いに推進して行くべきです。
来年 3 月には診療報酬、介護報酬のダブル改定となるのですが、医療療養病床・
介護療養病床共に転換を迫りながら、とにかく在宅・在宅の掛け声とともに制度改
定を進めています。長期入院による医療費削減が初期の目的だったはずですが、昨
今では在宅医療への移行で逆に医療費は増加するとの指摘も聞かれます。今後いく
ら制度が改定されてもこの地域の現実は期待されるような在宅医療介護連携が推進
できるような、推進せねばならないような状況とは思えません。如何に地域包括ケ
アシステムの構築とか、在宅医療介護の連携推進とか掛け声をかけても結局は在宅
という名の有料老人ホーム等での医療・介護の囲い込みがなお一層顕著になってい
くだけと思います。

2017 年 2 月 26 日（日曜日）

古荘陽三
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⑥ 在宅医療についての私見
以下は 2017 年 2 月、日本医師会が「かかりつけ医機能」と「在宅医療」について行っ
た診療所調査の結果として発表したものです。

日本医師会はこの報告の中で次のような指摘もしています。
① 訪問診療を行っている診療所の約半数は、在宅療養支援診療所（在支診）以外である。
201６年改訂では在支診に対する評価は行われたが、次回は在支診のみならず在宅医療
を行う診療所についても広く評価するべきである。
② 在支診では 24 時間の往診体制、365 日 24 時間の連絡体制の確保に対する負担が大きく
在宅医療が広がる見通しがない。医師自身の体力気力の問題から、在宅医療を撤退する
診療所が増えている。在宅医療を担う診療所の負担軽減が必要である。
③ 受け皿となる入院施設の確保が絶対に必要である。
④ そして家族の介護力の確保が不可欠である。家族の事情や地域の事情に合った診療報酬
にとどまらない施策が求められる。
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私はこれらの報告、指摘の中にも見られる、
「地域の事情」「家族の介護力の確保」この
2 点が在宅医療、
（自宅）訪問診療の推進のための特に重要なポイントであると考えます。
2000 年に介護保険制度開始、現在は来年度からの第７期事業に向けた基本計画策定につ
いて諸々の協議が行われているそうでが、認知症高齢者、高齢者夫婦のみまたは高齢者の
独り暮らしが近年著明に増加、このような状況で「孤独死」
「心中死」
「介護殺人」などの
悲しい報道を最近はよく見聞きします。この地域ではたとえ同じ市内に住んでいても２世
代、３世代の家族同居はほとんどと言っていいくらい見られません。とにかく（超）高齢
化は確実に進行しています。我々の住むこの地域では現在でも高齢化率は 40％弱であり、
今後 2040 年には 50％を超えるとも言われています。私はこれからの高齢者の医療介護へ
の対応、対策については特に“高齢者の居住場所”を組み込むべきと思います。
自宅死亡率の変化は、厚労省人口動態変化の調査結果によると、東京都は 2005 年には自宅
死亡が 13.2％であったのが 10 年後の 2014 年には 16.8％と 3.6％の増加で変化（増加）率
は全国 1 位、逆に新潟県では 14.5％から 10.5％へ減少、変化（増加）率全国 47 位です。
因みに大分県はいずれも 8％前後で自宅死亡率は低く保たれています。この調査結果からも
都市部においては自宅死亡率は上昇、反対に地域（田舎、山間部）においては自宅死亡率
が減少していることを確認できます。

数年前、都市再生特別措置法等の改正案の中で、

市町村が「ケアコンパクトシティ構想」を地域包括ケアシステムに組み込むことが提唱さ
れました。しかしこの構想も急増する都市部高齢者の介護ニーズに対応するものです。都
市部で限られた範囲に高齢者が集中しておれば、在宅（自宅）医療・介護の連携もまた地
域包括ケアシステムも機能するでしょう。しかし現実に私たちが住むこの地域のように、
山間部で広範囲に高齢者が点在しておれば、もはやこの構想も不可能です。

死亡場所の推移（１９６０～２０１４年）（厚労省）
厚労省の調査ではこの１０年、医
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次期改定では地域医療構想策定の
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口実の下、各療養病床の削減を目
指しています。今後 10~20 年、高
齢化はもちろん進みます。しかし、一方高齢者数は都市部およびその周辺は別にして、我々
の住んでいるような地域ではもうすでに減少し始めています。もう数年もすれば供給過剰
となっている介護施設の生き残りがかかってくるのは必然。今後は尚更有料老人ホーム等
の一体化した医療と介護の囲い込みが著明となり、削減される医療介護療養病床の代替わ
りになるだけと思いますが、果たしてそんなことで本当によいのでしょうか？
2017 年 3 月 26 日
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⑦ 次期同時改定から 「介護医療院」「患者本位の医薬分業」について
今回は来年４月の医療・介護同時改定で気になる２項目のお話しをさせてください。
2017 年度末に経過措置が終了し、廃止期限を迎える介護療養病床（介護療養型医療施設）
と 25 対 1 医療療養病床。これらの移行先となる「新たな施設類型」の名称を「介護医療院
（仮称）」とし、その創設を含む介護保険法の改正案等を現国会に提出したそうです。

そ

の概要は、

この改正案では、今後見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管
理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機
能を兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設する事を目指すとしています。
＜新たな介護保険施設の概要＞
名称

介護医療院

ただし、病院または診療所から新施設に転換した場合は、転換前の病院または診療所

の名称を引き続き使用できることとする。
機能

要介護者に対し「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を一体的に提供する。
（介護保険上の介護保険施設だが、医療法上は医療提供施設として法的に位置付ける。）

開設主体

地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人等

☆

現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長することとする。

※

具体的な介護報酬、基準、転換支援策については、介護給付費等分化会等で検討。

（２０１７年２月閣議決定後国会提出、介護保険法改正案「地域包括ケアシステムの強化のための介護保
険法等の一部を改正する法律案」として審議）

日本医師会常務理事の報告では、介護療養病床については、「過去平成１８年に突然６年後の
廃止が決定したため現場の理解が得られず、さらに課題の検証を行うこともなく国が転換を決め
たため現実的に転換が進まない状況が続いている」のが今までの実情との事。しかし、今国会で
「新たに移行先としての施設の類型を設定するに当たっては、地域の中でその医療機関が担って
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きた患者を受け入れ、看取りの場としての機能をも含んだ医療と介護が連携して提供される視
点が何よりも重要である。
」と述べるとともに、
「低所得者への配慮や、１病棟のみの小規模病院
や有床診療所などへの配慮が必要不可欠である」とも主張しています。またその開設主体を「地
方公共団体、社会福祉法人そして医療法人等の非営利法人」としているところがすっきりしてい
ると思います。さらに、新類型施設への転換を促すために来年度からの第７期、８期の事業計画
に合わせ計６年間の経過措置を設ける（転換の経過措置を６年程度延長する）と改正案に明記
されたそうです。名称は医師、職員のモチベーションにもかかわることから柔軟に対応して、転
換前の病院、診療所の名称をそのまま引き続き使用できるとの事です。これらの状況はいわゆる
「なし崩し」
（この意味は誤用されていますが、本当は方向性を変更するため少しずつ、少しず
つ修正を加え前へ進めるという意味です）として歓迎すべきでしょう。現状では民間の有料老人
ホーム等での一体化した医療と介護の提供が、所謂「在宅医療・介護」として蔓延っていますが、
開設主体を「非営利法人」と限定しているところが何よりですし、今後施設要件や報酬などにつ
いて「社保審介護給付分科会」で議論されることになるそうですが、国民や医療機関にとって魅
力ある移行先として期待したいところです。
２） 患者本位の医薬分業を

先月(３月２９日)中医協総会において「調剤報酬の比較」について診療側から問題提起されたそ
うです。上図のように２０１６年改定では、「かかりつけ薬剤師」
「いわゆる門前薬局」
「いわゆ
る同一敷地内薬局」そして「院内外来」での調剤報酬に大きな差があり、医薬分業そのものに懐
疑的な意見が出されています。特に前回改定で患者の服薬情報の一元的・継続管理等を評価する
として「かかりつけ薬剤師指導料」
「かかりつけ薬剤師包括管理料」が高点数で新設されたが、
これらの施設基準の届け出が増加、患者の同意を得ることを前提としているが安易に算定されて
いるようだ、と。 基本的に高齢者や多剤投与の患者、認知症の傾向ある患者等を対象にするべ
きである。かかりつけ薬剤師以外が対応している時も算定されているとか、たまたま感冒で受診

２５

した患者にかかりつけ薬剤師になるよう同意を求める等あってはならないと指摘。
１９７０年代ごろまで、医療機関が薬で利益を得るいわゆる「薬価差益」
「薬九層倍」さらに「薬
漬け医療」等の悪評の中、厚労省は薬価改定を繰り返した後、医薬分業を国策として推進し、院
内で薬剤を調剤するよりも院外処方箋を発行する価格を数倍高くするなどの利益誘導で分業を
推し進めた。その結果調剤薬局が急増、以前報告しましたように２０１５年現在、全国で５万８
千軒あると言われコンビニの軒数を超えたそうです。調剤医療費が７兆８千億円（実に医療費全
体の１７％）と上昇。その結果、今度は調剤薬局に対する批判が諸々出現。高齢患者さんにとっ
て、一度診療を済ませて会計した後、外部の薬局まで移動、懇切丁寧な（高齢者にはどうでもよ
いというか理解困難な）お話を聞いて、その後わざわざ一包化された薬をもらって再度会計をす
る。患者にとっては、コストは明らかに高くなり利便性は低下する。最近の内閣府の調査では「患
者にとって分業のメリットは何か」との質問に対する答えでは「特にない」が最多であったそう
です。過去医師会が「建前論だけ終始しても患者にメリットはない。実態に即してない」と繰り
返し主張しても、医薬分業のメリットばかり主張し門前薬局の乱立や、院内、外処方の価格差に
は今まで対応してこなかった厚労省。一部では「門前薬局は寄生虫」とか品の良くない冗談も聞
かれます。調剤についても２剤以上の内服薬を一包化した場合には算定できる「一包化加算」も
院内処方には設定されていないなどの問題も提起、院内と院外の処方の調剤に係る報酬が整合性
に欠けると指摘しています。いずれにしろ「患者本位の医薬分業」であるべきで「医薬分業あり
き」で議論するべきではないと思います。さらに患者本位という観点からは、分業の担い手が営
利企業である事が非営利の医療機関と決定的に違うと思います。
「医療と調剤薬局」
「医療と介護
業界」あらためて患者さんを主体として分析すれば似たような三角関係ではないかと思います。
昨今の調剤医療費の伸び、特に大手調剤薬局チェーンに財源が集中、莫大な内部留保があると問
題視されてもいます。いずれにしろ次期改定では薬局にとって厳しい改定になると思います。
2017 年 4 月 30 日
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⑧ 「死に場所づくり」

国は 2013 年、介護の方針を在宅中心へと転換。その理由を｢在宅医療・介護の推進について｣の
提言で「国民の 60%以上が自宅での療養を望んでいる」と強調。実際には医療介護に膨大な費
用が掛かってきておりそれを削減することが目的であったとも言われています。しかしこの提言
を実行し現実化すれば介護疲れに襲われる人たちが増える。この 10 年、殺人事件総数は減って
いるが介護殺人は増えているそうです。１年間におよそ 40 件、年間の殺人件数の約 10 分の１。
その動機の大半は「将来への悲観」
「介護疲れ」
。地域においては高齢者にとってやはり施設に入
所するには金銭の負担が大きい。そこで「世帯分離」という裏ワザが使われることもあるそうで
す。つまり親子が同居していても世帯を分けることにより医療、介護の費用を節約する。子供の
仕事や生活を犠牲にせずに介護が優先される。しかし現実問題として、介護を受ける高齢者が要
介護２～３となってくれば自宅での介護は限界となることが多い。極端にいえば特に認知症があ
ると介護殺人が起こってもおかしくない状況がありうるかもしれない。京都市で認知症の 90 歳
の母親を暴行死させた男性が起訴猶予処分となったというニュースが本日（5 月 30 日）放送さ
れていました。他方、都会へ出て行った子供に介護は期待できない。子供にとってももう故郷は
消滅してしまっている。昨今は荒れ果てたお墓が目立ちます。以前は盆には故郷へ帰り家族で墓
参りをしていた風景が今では少なくなっています。
とにかく平均寿命が伸び続けています。 日本人は長生きしすぎるともいわれますが、明治時
代の中ごろは男性 43 歳、女性が 44 歳。大正時代後半（当時世界的なスペイン風邪の大流行で
乳幼児の死亡が多かったこと、および関東大震災が影響したと言われている）で男性 42 歳、女
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性 43 歳。それが最新の調査では実に 2 倍、男性が 81 歳、女性が 87 歳となっています。今では
70 歳代で亡くなると「まだまだお若かったのに」と言われます。

人数

高齢単身者数の推移（宇佐市）

（厚労省平成 27 年簡易生命表の概況）
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（情報統計課・宇佐市ホームページ）

2000 年に介護保険制度施行、2005 年頃平成の大合併、その前後からこの地域の高齢化、人口減
少は凄まじく地域の状況は大きく変化しています。特に医療を取り巻く環境は今現在にいたって、
私が開業したその頃には想像もできなかった様な変化が起きています。 私たちが子供の頃どこ
の家庭も２世代、３世代がほとんど。友達の家ではどこでも、じいちゃん、ばあちゃんが一緒に
暮らしており、祖父母を知らない私は大変うらやましかったことを思い出します。
しかし今は高齢者夫婦の、または高齢者の独り暮らしが目立ちます。特に女性の高齢独り暮ら
しが目立ちます。30 数年前、彼女たちが 40~50 代の頃、妻であり母でありまた嫁として家事を
しながら家庭を切り盛りし、夫と共に農業、ぶどう栽培などに精を出し、大事に大事に育ててき
た子供たちが巣立っていくと、やがて舅、姑が病気で倒れ家事、農業をしながら自宅で看病介護
に尽くす。寝る間も惜しみ、その義父母を自宅で看取り、ようやくのんびりできると思った頃今
度は夫が倒れ、病院通いをして出来る限りを尽くした後ひとり取り残される。そのうちやがて自
分自身が心身ともに衰えて行く。市内、町内に住んでいてもこども（息子）は、親の援助を受け
て一戸を構え、共働きと子育てでめったに帰ってはこない。娘がいればほんのたまに孫を連れて
様子を見に帰ってくる。否応なく「老後一人ぼっち」の時代が来ます。今現在は夫婦二人で暮
らしているとか子供や孫が近くにいるとかいっても決して「老後の保険」にはならないのです。
孤独死が増えているそうです。推計では年間死亡者 125 万人のうち 3 万人が孤独死していると
いう。今、65 歳以上の高齢者の 4 人に 1 人は独居だそうで、
「とっとと死にたい」
「爺さん早く
迎えに来ておくれ」、高齢単身女性が受診時によく言います。女性の単身世帯が多いのは 80 歳
から 84 歳の世代と言われています。 このような高齢者の最期をどのように看取るかが今後の
大きな問題となってきます。そんな中、私がこの数年気付き思っていること、母親と独身の息子
の 2 人暮らしが目につきます。中には息子も母親もともに後期高齢者という家庭もあります。
50~60 代で働きながら一人で母親の世話をしている息子さんを見ると、同世代の私には微笑ま

２８

しいというよりも侘びしさ悲しさを強く感じてしまいます。今、世は「非婚時代」と言います。
そして今後の超高齢化社会においては「家あって、家族なし」そんな生活環境がどこでも見られ
るようになってくるのでしょう。 現在の日本では「男女雇用機会均等法」などの法整備により、
女性の社会進出が広範囲となり、多世代の同居は現実的ではなくなっています。その意味では私
が幼少期に見てきた、過ごしてきた家族全員の分かち合いを前提とした共同生活、経済的な共同
体としての機能が消え、夫婦 2 人のみで働きながら子供を育てる、または独り暮らしの独立し
た生活形態が一般的となっており、従来の家族機能は脆弱化してしまっている。 そんな状況で
は、従来（30~40 年前）は当然とされていた「家族による見守り、支援」はない。日本人の古
来からの伝統的な生活様式、つまり多人数の家族で共同生活をするという尊い日本の文化は消え
ている。 同居率が低下し、血縁関係、家族のきずなも薄れていくなかで、介護が必要となって
きた高齢者に対して、今現在の社会保障、医療そして介護の制度ではどうしても補えないものが
あるように思う。住み慣れた家で生活を続け人生を全うするには、訪問診療、看護、介護さらに
自宅の改装整備等では補えない、在宅医療・介護の連携等では解決しない問題がある。

「死に場所づくり」と言う言葉は、新潟県で総合病院院長や特別養護老人ホーム施設長等を
されていた、故斎藤芳雄先生が 1992 年に出版された著書の書名です。当時、新潟県においても
在宅療養より入院療養に人気が集まり、数字的には 1977 年（昭和 52 年）頃から入院死が在宅
死を上回り、その後入院死が上昇の一途をたどった時期のことです。在宅死の減少について、先
生は当時その理由は３点であると指摘していました。 第一点としては「家族における介護能力
の低下である」これは核家族化、女性の社会的進出が引き起こした結果である、と。二点めは、
「ウサギ小屋といわれる貧弱な住宅の問題である」と。 そして三点めに、
「医療技術の高度化」
を挙げています。病院にしか置けないような高価な器械の出現により、入院療養への傾斜が一段
と強まったと指摘。 そして今後在宅療養が普及する展望があるとすれば、医療技術の進歩が大
衆化、公開化の方向へ発展するときでありその兆候は少しずつ見られていると。たとえば慢性呼
吸不全における在宅酸素療法や、慢性腎不全に対する透析療法もＣＡＰD により大衆化の方向
へ向かっているとも述べています。 しかしここで、結局残る問題は、技術が大衆化しても、こ
れを担う「家庭内の介護力があるかどうか」と再度指摘しています。３０年前高度成長期の真
っただ中で、核家族化が進み、女性の社会進出が目立ちはじめた頃、斎藤先生はすでに在宅医療
に「家族介護」の重要性を指摘し、同時にその将来に強く不安を感じていたということです。
そんな中で厚労省をはじめ皆、口を開けば「とにかく医療費の伸びは異常であり、なんとか手を
打っていかなければ大変なことになる。
」と口をそろえて指摘していました。当時（昭和 61 年）
国民医療費が 17 兆円。その後もそうですが医療費抑制と言いながら結局対応として実施されて
きたのは、薬価を下げるとか自己負担を徐々に上げるとかの姑息的なもので、結局今現在の医療
費、介護費、社会保障費等の急速な上昇に至っているわけです。（因みに平成 28 年、医療費は
４０兆円を超え、院外処方の調剤医療費８兆円、介護関連で 12 兆円、年金で５８兆円等々）
。
斎藤先生は「おふざけ話」と断わったうえで、もし厚生省が本気で社会保障費を抑制しようと思
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うなら、やるべきことは高齢者の医療切り捨て以外はないとまで極言されていました。この言
葉はそのまま今現在の介護、医療にも当てはまるかもしれない。人間が人間としての尊厳（ＱＯ
L）を保ちながら死に臨む、その場所は自分で決める。決めるべきである。更に厚労省は「2030
年には約４７万人が、死に場所が見つからない“死に場所難民になる可能性がある”」と警告し
ています。自宅はもちろん病院や介護施設で亡くなることも難しくなってくるというのです。
２０２５年問題には社会保障費のさらなる膨張と医療介護の人材不足という大きな問題が横た
わる。要介護者が如何に自宅で最期を迎えたいと望んでも、今のままでは在宅（自宅）医療も介
護も大変厳しい困難な状況が続くと思います。
２０１７年５月３０日

古荘陽三

1 年間「宇佐市医師会だより」に掲載させていただきありがとうございました。

