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特集1

当院の患者支援センターの体制
　当院の患者支援センターは，2014年に患者の療養生活を総合的に支
援し，患者からのさまざまな相談に対して迅速かつ適切に対応すること
を目的に設置された。当初，入院前説明外来は，特定の診療科によるク
リニカルパス適応患者から開始した。そして，2016年に手術室看護師
による手術前外来を開設し，手術を受けられる予定入院患者も受け入れ
るようになった。
　その後，2018年４月，患者・医療機関・住民に対する「医療の窓口
機能」を有した地域包括ケアシステムのHUB病院を目指し，患者支援
センターの業務拡充のため，看護師10人，MSW６人，事務３人が配置
された。センター長である医師を筆頭に，看護師，MSW，事務の多職
種で構成され，患者支援機能と地域医療連携などの地域ネットワーク・
管理機能を有し，地域の医療機関などと連携して患者・家族の支援を
行っている。主な看護業務は，入退院支援に当たる入院前説明外来と在
宅への退院支援，施設訪問や合同研修会開催などの二次医療圏との連
携，外国人患者対応である。

入院時支援加算取得までの取り組み
　入院時支援加算取得に当たっては，次のような問題点が挙げられた。
・患者支援センターの体制拡充に伴い配置人数が増員されたが，既存の

職員より病棟からの異動者の方が多く，診療報酬を含む入退院支援に

入院前より退院支援を見据えた
患者支援センターの取り組み

大久保病院（東京都新宿区）　当院は東京都区西部の繁華街にある中核病院であ
り，二次救急を担っている。当院を運営する東京都保健医療公社の「医療で地域
を支える。」という理念の下，地域医療支援病院として救急医療，生活習慣病医
療に重点を置き，腎医療（透析・腎移植），脳卒中医療，がん医療，循環器医療を
担い，地域医療機関との連携を強化し，地域循環型医療の確立を目指している。
病床数は，一般病棟，ICU・HCU，地域包括ケア病棟を含む304床である。年間
入院患者数は約7,000人であり，内訳は予定入院６割，緊急入院４割である。

公益財団法人東京都保健医療公社　大久保病院
山内祥子
患者支援センター　患者サービス係／看護師長／課長補佐
やまうちさちこ●1997年東京都医療技術短期大学卒業。大学病院勤務を経て2000年東京
都保健医療公社入職。2004年大久保病院に異動。2006年主任昇任。2010年看護師長昇
任。同年産業能率大学情報マネジメント学部現代マネジメント学科卒業。2018年患者支援
センター患者サービスに配属。2019年課長補佐昇任。現在に至る。
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対しての知識に差がある。

・今まで入院患者の情報を収集するために使

用していた「入院時質問用紙」では，入院予

定患者に入院前から退院支援を見据えた介

入をするために必要な項目が不足している。

・入院前説明外来対象患者を全予定入院患者

とするための対応方法が整備されていない。

・入院時支援加算および入退院支援加算Ⅰの
算定方法が明確でない。

　そこで，次のような改善を行うことで，業
務の見直しを図った。
■診療報酬改定後の職員の知識統一
　医事課の協力を得て，診療報酬改定内容や
入院時支援加算を中心に勉強会を開催した。
算定要件や書類などの確認を行い，部署内で
の認識の統一を図った。また，院外の入退院
支援研修に参加し，他院における入退院支援
の実際を知り，当院でも取り入れられること
を話し合った。
■「入院時情報連携シート」の作成と
退院支援スクリーニングシート・
退院支援計画書の見直し
●「入院時情報連携シート」の作成と運用
　入院生活や入院後にどのような治療経過を
経るのかをイメージし，安心して入院医療を
受けられるよう，入院時支援加算の算定要件
（表１）である①身体的・社会的・精神的背
景を含めた患者情報の把握，②褥瘡に関する
危険因子の評価，③栄養状態の評価，④服薬
中の薬剤評価の４項目が網羅されている質問
用紙の作成が必要であった。今まで使用して
いた入院時質問用紙では内容が不足していた
め，薬剤科や栄養科，皮膚・排泄ケア認定看
護師などと相談しながら質問項目を検討し，
算定要件を満たす「入院時情報連携シート」
（資料）を新たに作成した。

　１枚目は，緊急連絡先，今回の入院につい
て，受診状況，内服状況，身体状況，栄養状
態などの項目であり，２枚目は，日常生活状
況および自立度，活動状況，介護認定など社
会資源の利用状況，褥瘡の状態などの項目で
ある。３枚目は，医療者記入用として２枚目
の日常生活自立度が低い場合（ランクBCの
場合）に使用し，項目アセスメントを行うも
のである。
　入院時情報連携シートは患者・家族に記載
してもらい，入院前説明外来において内容を
確認する。そして，病棟職員と共有すること
ができるよう，電子カルテにスキャン登録し
ていつでも閲覧できるようにした。入院前の
薬剤師や栄養士の介入については，入院前説
明外来において看護師が入院時情報連携シー
トで評価後，必要と判断した場合に各科に連
絡して面談を依頼する対応とした。
●退院支援スクリーニングシート・
退院支援計画書の見直し

　入院時支援加算の対象患者は，入退院支援
加算Ⅰを算定していることが条件であること
より，退院支援スクリーニングシートと退院
支援計画書の内容の見直しを行った。

　入院の予定が決まった患者に対し，入院中の治療
や入院生活に係る計画に備え，入院前に以下の内容
を含む支援を行い，入院中の看護や栄養管理等に係
る療養支援の計画を立て，患者および入院先の病棟
職員と共有すること。
①身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の
把握
②褥瘡に関する危険因子の評価
③栄養状態の評価
④服薬中の薬剤の評価
⑤退院困難な要因の有無の評価
⑥入院中に行われる治療・検査の説明
⑦入院生活の説明

表１ 入院時支援加算の算定要件
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NO.１
記入日　　　年　　　月　　　日

変更日　　　年　　　月　　　日
入院時情報連携シート

大久保病院　2019年２月改訂

※本紙にご記入した内容は個人情報に基づき，目的以外には使用しません。

ID：
患者氏名：

確認欄

□

□

□

□

□

□

□

◆今回の入院について

入院について医師から説明がありましたか　　□あった　　□なかった

何のために入院すると説明されましたか（ ）

今回の入院までの経過についてご記入ください

いつから

どこで

どんな症状・状態になったか

◆受診状況

かかりつけ医の有無（□なし　　□あり）

 現病歴・既往歴

◆お薬について

現在内服している薬 □なし　　□あり：管理している人　　□本人　　□本人以外（ ）

お薬手帳 □なし　　□あり（現在持っている）　　□あり（自宅にある）

血液を固まりにくくする薬の服用 □なし　　□あり（商品名 ）

糖尿病薬の服用 □なし　　□あり（商品名 ）

市販薬・健康食品の服用 □なし　　□あり（商品名 ）

◆身体状況について

薬剤の副作用・アレルギー歴 □なし　　□あり（薬剤名 ）

食物アレルギー □なし　　□あり（食物名 ）

その他アレルギー □なし　　□あり（ ）

◆栄養について

現在の食欲の低下 □なし　　□あり　　□食べていない（食事以外で栄養補給している）

噛みやすくしたり飲み込みやすくしたりするための食事の調整 □なし　　□あり

直近３カ月以内の３kg以上の意図しない体重の減少 □なし　　□あり　　□分からない　　現在の身長　　cm　　体重　　kg

宗教上の摂取禁止食品 □なし　　□あり（ ）

年齢

　　歳

　　歳

　　歳

　　歳

続柄 世帯

同・別

同・別

（続柄　　　）

（続柄　　　）

連絡先（TEL）他 緊急連絡先（氏名）

①

②

入院　　　　手術　　　　治療中

入院　　　　手術　　　　治療中

入院　　　　手術　　　　治療中

入院　　　　手術　　　　治療中

医師の説明を聞く方

入院中の世話をされる方

氏名

氏名

フリガナ

患者氏名

資料 入院時情報連携シート
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NO.２
入院時情報連携シート

大久保病院　2019年２月改訂

ID： 患者氏名：
□

□

□

□

□

□

□

□

◆日常生活について
むせこみ □なし　　□あり

食事 　　　回/日　　　　 米飯　　おかゆ　　きざみ　　一口大　　経管栄養

義歯 □なし　　□あり　　義歯の管理：自己管理・他者管理

嗜好品 喫煙：□なし　　□あり（　　　　本/日　　　年）　　飲酒：□なし　　□あり

便回数 　　　回/　　　　日　　　　最終排便　　　月　　　日

尿回数 　　　回/日　　　　　　　　夜間排尿数　　　　　　回

メガネ □なし　　□あり

補聴器 □なし　　□あり

ペースメーカー □なし　　□あり

認知障害など □なし　　□あり　　物忘れ　　　　気になる症状（ ）

睡眠状況 □良　　　□不眠　　眠剤の使用（□なし　　□あり：薬剤名 ）

◆活動について
転倒歴 □なし　　□あり　　よく転ぶ　　つまずきやすい

手足の動き □良好　　□動きにくい：部位（ ）

歩行 □自立　　□補助具（杖　バギー　その他　　　　　　　　　　　　）　　□できない

◆介護認定 □なし　　□あり

※ありに該当する場合は下記の記入をお願いいたします

○認定情報

◆訪問介護（ヘルパー）の利用 □なし　　　□あり　介護保険外サービス利用状況（内容・頻度など）

◆在宅サービスの利用 □なし　　　□あり　配食サービス・緊急通報システム・その他（ ）

住居環境 １．持家（戸建・集合住宅）　２．賃貸（戸建・集合住宅）　３．エレベーター（なし・あり）　４．その他（ ）

障害等手帳 なし・あり・身障（　　　）　療育（　　　）　精神（　　　）　難病（　　　）　その他・特記（ ）

◆気になっていること，心配していることをご記入ください
例：入院費や保険について　　　　退院後の介護負担　　など

◆褥瘡（床ずれ）の有無
現在 □なし　　□あり（部位：　　　　　　　　　　　　　　　　）　　発生時期（ ）

過去 □なし　　□あり（部位：　　　　　　　　　　　　　　　　）　　発生時期（ ）

◆日常生活の自立度　　　該当欄に○をつけてください
J1 交通機関を利用して外出する

J2 隣近所へなら外出する

A1 介助により外出し，日中はほとんどベッドから離れて生活する

A2 外出頻度が少なく，日中も寝たきりの生活をしている

B1 車いすに移乗し，食事，排泄はベッドから離れて行う

B2 介助により車いすに移乗する

C1 自力で寝返りをうつ

C2 自力では寝返りもうてない

□未申請　　□申請中（　　　月　　　日申請）　　□認定済み
●要支援（　　　　　）・要介護（　　　　　）　　　認定日
（　　　年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日）
●担当ケアマネジャー氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
事業所名（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　電話（　　　　　　　　　　　　　）　　　負担割合（１割・２割）

《自立度BCの場合》
医療者が医療者記入用紙にて
項目アセスメント実施

資料の続き
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　退院支援スクリーニングシートは入院する
すべての患者を評価対象とし，幅広く支援介
入ができるように退院困難な要因のチェック
項目を検討した。入退院支援加算Ⅰの算定要
件である退院困難な要因と，当院の患者層や
これまでの退院支援・調整において退院困難
となった要因を考慮し，スクリーニング項目
（表２）は疾患，全般的な問題，身体状態，
退院後必要な医療処置の４つに分類した。経
験年数を問わずどの看護師もチェックができ
るように，４つの項目を細分化して分かりや
すくした。
　また，スクリーニング項目に１カ所でも
チェックが付いた場合は，アセスメントとし
て，患者・家族の意向と医師に治療方針を確
認し，介入が必要な面談日時や支援内容，相
談部門への依頼内容を記載し患者支援セン
ターに介入依頼する方法とした。

疾
患

全
般
的
な
問
題

身
体
状
態

退
院
後
必
要
な

医
療
処
置

•悪性腫瘍　•認知症
•誤嚥性肺炎などの急性呼吸器感染症

•緊急入院である
•要介護認定が未申請
•虐待を受けているまたはその可能性がある
•生活困窮者（経済的な問題を抱えている）
•入退院を繰り返している
•独居
•身寄りがない・家族不明
•住所不定者
•認知障害・不穏がある
•介護力不足（高齢者世帯・介護者の能力に問
題あり）

•入院前に比べADLが低下し退院後の生活様
式の再編が必要である

•排泄に介助を要する

•在宅酸素　•気管切開　•経管栄養
•吸引　　　•透析　　　•自己導尿
•人工肛門　•人工膀胱　•中心静脈栄養
•自己注射　•褥瘡処置　•創処置
•食事・栄養管理　•服薬管理　•リハビリ

表２ 退院支援スクリーニング項目

NO.３
入院時情報連携シート（医療者記入用紙）

大久保病院　2018年５月作成

ID： 患者氏名：
◆医療者記入欄

項目アセスメント
１．基本的動作能力

　　ベッド上　自力体位変換

　　いす上　座位姿勢の保持，除圧

２．病的骨突出

３．関節拘縮

４．栄養状態低下（Alb：3.0ｇ/dL以下，Hb：11ｇ/dL以下）

５．皮膚湿潤（多汗，尿失禁，便失禁）

６．皮膚の脆弱性（浮腫）

７．皮膚の脆弱性（スキンテアの保有，既往）

□できる

□できる

□なし

□なし

□なし

□なし

□なし

□なし

□できない

□できない

□ある

□ある

□ある

□ある

□ある

□ある

※一つでも「できない」「ある」に該当する場合にDBに11安全／防御の褥瘡リスクを入力

入院予定日

コメディカル介入

　　　年　　　月　　　日（　　　　）

□MSW（□済　□未：予約　　/　　） □栄養士（□済　□未：予約　　/　　）

□薬剤師（□済　□未：予約　　/　　） □認定看護師（□なし　□あり ）

□その他（ ）

資料の続き
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　退院支援計画書は，退院支援スクリーニン
グチェック項目に合わせ退院困難な要因と退
院に係る問題点・課題などの内容を修正した。
■入院前支援の確立
　入院前説明外来の対象患者を予定入院患者
全員へと拡大するため，クリニカルパス適応
患者以外の対応方法を検討した。予定入院患
者が外来受診時，確実に入院前説明外来にて
対応できるように，入院前支援フロー図を作
成した。外来看護師は，外来において予定入
院決定時，医師にクリニカルパス適応患者か
否かを確認し，入院前支援フロー図にチェッ
クを入れる。そして，入院時情報連携シート
について患者・家族へ記載を依頼し，入院前
説明外来に案内する。入院前説明外来看護師
は，患者・家族と面接しながら，入院時情報
連携シートやカルテの記録より，入院時支援
加算の算定要件（表１）である⑤退院困難な
要因の有無の評価として，入院前から退院支
援スクリーニングを実施し，入院直後から退
院支援が実施できるよう評価する手順とした。
そして，⑥入院中に行われる治療・検査の説
明，⑦入院生活の説明などを行う。入院前説
明外来にて退院支援が必要と評価した患者は，
患者支援センターにて情報を共有し，入院直後
から支援介入できるようにした。クリニカルパ
ス非適応患者は，入院療養計画を立案する。
　全入院予定患者が入院前説明外来の対象と
なることを全職員向け院内メールにて配信
し，患者支援センター看護師が病棟看護師に
変更内容や運用方法等の勉強会を開催した。
また，より多くの患者に対応するため，病棟
看護師と相談し入院前説明外来で説明する内
容を調整した。
■加算算定手順の確認
　入院時支援加算の算定要件である入退院支

援加算Ⅰの加算算定手順を，病棟責任者が退
院支援計画書の内容と患者の同意サインを確
認した時点で加算取得することとした。ま
た，退院支援計画書は電子カルテにスキャン
登録し医事課で確認できる仕組みとした。入
院時支援加算の加算取得手順としては，入院
前説明外来を受け，入院時支援加算の算定要
件を満たしている患者であるか入院前支援フ
ロー図にて医事課で確認するようにした。

＊　　＊　　＊
　上記に加え，入院前説明外来と退院支援は
患者支援センター看護師全員で行い，退院支
援は退院支援専任看護師として集中して業務
ができる日を設け活動することや，担当者不
在時，退院支援業務が滞ることがないよう副
担当を設け情報共有することとした。

改善の効果
●診療報酬改定や
入院時支援加算の知識習得

　患者支援センター看護師が診療報酬改定内
容や入院時支援加算についての基本的な知識
の習得ができ，病棟看護師に勉強会を開催す
ることができた。
●入院時支援加算のスムーズな算定
　入院時情報連携シートに沿って情報収集す
ることで，入院時支援加算の算定要件が網羅
され，加算算定へとつながった。
●院内外他職種との連携による効果
　入院前から患者の情報を得ることにより，
早期に地域医療者・介護者などと連携を図り
ながら退院に向け介入することができ，治療
終了後には速やかに退院することができるよ
う支援していくことが可能になった。また，
薬剤師や栄養士の介入によって栄養状態や内
服薬，アレルギーなど入院前より十分な情報
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を得ることが可能になった。さらに，入院前
から介護認定情報を得ることで，ケアマネ
ジャーや訪問看護師に連絡して在宅療養の情
報を得ることができ，治療終了後には速やか
に退院ができるよう支援していくことが可能
となった。そして，退院支援専任看護師の病
棟担当の検討や業務調整，病棟看護師や医療
相談員の協力を得たことにより，入院後３日
以内の退院支援スクリーニング，７日以内の
初期カンファレンスの実施や退院支援計画書
の着手ができるようになった。
●多くの患者が入院前説明外来を受診
　予定入院患者の７割程度の患者が入院前説
明外来を受けるようになった。化学療法や内
視鏡など短期間で繰り返しの入院患者は外来
で対応している。現在では緊急入院も対応し
ており，入院するすべての患者を受け入れて
いる。
●全患者への退院支援スクリーニング
　退院支援スクリーニングは全患者に行われ，
支援介入が必要な患者が容易に抽出されるよ
うになり，入退院支援加算Ⅰの取得へとつな
がっている。入退院支援加算Ⅰの算定率は
20～25％，入院時支援加算の算定率は20％
前後と一定数の算定ができるようになった。
入院時支援加算が算定される患者の内訳は，

入院を機に介護保険の申請や区分変更などを
する患者や透析導入されている患者，糖尿病
や心不全など入退院を繰り返す患者である。
●算定手順の確立により算定漏れは未発生
　入退院支援加算Ⅰ，入院時支援加算の算定
手順を周知したことにより，算定漏れは発生
していない。

今後の課題
　地域の医療者と日頃からのつながりを持つ
ことで，互いにいつでも患者について相談し
合うことができ，入院前から患者の情報を交
換し合うなど，完治しない病気を抱えた高齢
者が安心して療養生活を送ることができる地
域づくりを行わなければならない。そのため
に，複数の医療機関を結ぶ拠点病院として地
域包括ケアシステム構築に貢献していくこと
が患者支援センターの課題である。

引用・参考文献
１）診療点数早見表〈2019年４月／2019年４月増補
版〉，P.158 ～P162，医学通信社，2018.

２）東京都福祉保健局医療政策部：東京都退院支援マ
ニュアル～病院から住み慣れた地域へ，安心して生活
が送れるために，平成28年３月改訂版，2016.

３）湯原淳平：診療報酬改定個別改定項目解説　医療介
護連携，看護管理，Vol.28，No.７，P.577～581，2018.

４）厚生労働省ホームページ
　https://www.mhlw.go.jp（2019年８月閲覧）

悩みを解消する具体的な「処方箋」

地域連携をさらに一歩進める
事務職の発想と行動

名古屋
20年 1/25（土）
日総研ビル

東京
19年 10/12（土）
日総研 研修室（廣瀬お茶の水ビル）

［時間］10：00～16：00 本誌購読者 15,500円　一般 18,500円参加料／税込

プログラム

日総研 14855学習のねらいは 検索検索

千田康徳氏

菅野雅博氏

石巻赤十字病院 総務人事課長（前・地域医療連携課長）
東北７県医療連携実務者協議会 宮城県実行委員長
一般財団法人大原記念財団 大原綜合病院
総合患者支援センター 室長
福島県北地域連携ネットワーク 代表世話人

千田氏「地域連携に向き合う事務職の姿勢」
１．地域医療連携の全体像　２．当院地域医療連携室の取り組み
３．地域医療連携室における事務職の役割　ほか

菅野氏「地域連携に関わる事務職としての具体的アクション」
１．当院および総合患者支援センターの概要
２．事務職の２つの視点　３．事務職に求められる３つの役割　ほか
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国は2035年の保健医療システムの構
築に向けて，「地域包括ケアシステム
の深化」と「地域共生社会の実現」を
謳っています。その実現のために「我
が事・丸ごとの地域づくり」が打ち出さ
れていますが，それは取りも直さず「ソー
シャル・インクルージョン（社会的包
摂）」の理念と重なります。そして，そ
の一翼を担うべき病院の役割もあるは
ずです。ソーシャルインクルージョンに
おいて病院が果たすべき役割について
考えます。
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社会問題の支援策を 
模索していたころ

　筆者が大学に入学した昭和40年は，日本
は高度経済成長の絶頂期にあった。所得倍増
計画により勤労者の給料は年ごとに大幅に増
加し，人々の生活は豊かになった。そんな時
代にも，高度経済成長の恩恵を受けずに取り
残された人たちは，多数存在した。就労の場
が見つからない障害者，公害被害者などであ
る。大学で勉強をしながら，これらの社会問
題に現場で触れ，解決策について模索してい
たが，イギリスや北欧諸国で定着していた福
祉国家に希望を感じた。日本も戦後，福祉国
家を目指して国家建設が進められ，国民の大
半の支持を集めていた。
　このような思いから1969年に旧厚生省に
入省し，社会の底辺で暮らす人々に寄り添い
ながら，難病患者，精神障害者，ホームレス，
被爆者，被差別部落などを支援する仕事に従
事した。休日には個人的にスラム街の住人，
障害者などへの支援活動を行っていた。この
経験は，公務では得られない社会の底辺で暮
らす人々の実態を認識させ，有益だった。

解決しない多数の日本の社会問題

　大学入学以来50年余りが経過するが，振
り返ると，社会問題はむしろ増大し，解決が
困難になっている。医療関係者が日々接する
高齢者についても，介護，認知症，末期医療，
経済問題，住環境など多岐にわたる問題を抱
える。高齢者の増加によって，問題は一層大
きくなっていく。
　筆者が経験してきた代表的な２つの社会問
題を挙げる。
ホームレス問題の深刻化
　ホームレスという用語が広く使われたの
は，平成に入ってからである。旧厚生省で
ホームレス対策に従事していた1998年ごろ
のホームレスの人数は，３万人近くになって

ソーシャルインクルージョンに果たす
病院の役割

社会福祉法人　恩賜財団済生会 

炭谷　茂　理事長

すみたにしげる◦1969年東京大学法学部卒業後，厚生省（当時）に入る。厚生省
国立病院部長，社会・援護局長，環境省官房長などを経て，2003年７月環境事務
次官に就任，2006年９月退任。現在恩賜財団済生会理事長，日本障害者リハビ
リテーション協会会長，中国残留孤児援護基金理事長，環境福祉学会会長，富山
国際大学客員教授などを務める。主著に『私の人権行政論』（部落解放・人権研究
所），『環境福祉学の理論と実践』（編著，環境新聞社），『社会福祉の原理と課題』
（社会保険研究所）。2011年度瀬戸山賞受賞。2016年度北日本新聞文化賞受賞。
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いた。その後，生活保護法の積極的な適用が
行われ，ホームレスは減少していった。
　しかし，問題が解決したわけではない。む
しろ問題は増加し，解決が困難になっている。
　第１に，生活保護の適用によってホームレ
ス状態から脱却した者は，貧困ビジネスの対
象となったり，生きがいを感じることなく無
為にアパートで暮らし，再び路上生活に戻っ
たりするなどの問題を抱えている。
　第２に，もっと根本的な問題が表れている。
ホームレスと自覚しないホームレス，インター
ネットカフェや漫画喫茶などで夜を過ごす住
居不安定者の増加である。東京都が2016年
11月から翌年１月までで調査したところ，
その対象者は約４千人だった。
　欧米では，ホームレスは「安定した住居を
有しない者」と定義されているが，日本の場
合は野宿生活に限定している。ここに日本の
社会政策の根本的な問題がある。欧米では地
域で，家庭で暮らすことが人間にとって不可
欠なことで，これに欠ける人をホームレスと
定義し，政策が講じられている。しかし，日
本では野露を防げる住居があれば十分だと考
えられているのである。
児童虐待の増加と被害の深刻性
　日本で初めて児童相談所の児童虐待の対応
件数を調査したのは1990年度で，1,100件
であった。その後件数は急増し，2017年度
では13万件を超える。
　筆者が35年前に滞在していたイギリスで
は，児童虐待が多く，時々大きな社会問題と
なった。1984年にジャスミンという少女が
義父によって殺害されるという事件が発生す
ると，国民から激しい政府批判が起こった。
　これに対して当時の日本は，国民の関心が
薄く，児童虐待の実態も明らかでなかった。

帰国後，日本の状況を調査したところ，日本
にも多くの児童虐待が発生していた。しか
し，日本とイギリスを比較すると，いくつか
の違いがあった。一つは，加害者である。イ
ギリスは３分の２が男性であるのに対して，
日本は社会的に孤立している若い女性が多
かった。イギリスでは死亡に至るケースが少
なくなかった。もう一つは，イギリスは貧困
との相関関係が明らかだったが，日本では得
られたデータでは解明しきれなかった。
　しかし，最近の日本の児童虐待は，件数が
増加する一方，男性が加害者で，死に至らし
めてしまうケースが目立つようになるなど，
イギリスと類似している状況がある。また，
貧困との相関関係も出ている。

社会問題の背景を考察する

　このほかにも，障害者の社会参加，引きこ
もり，DV被害，外国人差別，刑務所出所者
への差別など，社会問題には枚挙に暇がない。
　なぜだろうか。これらの問題の大半が以前
から存在した。しかし，現在では量的に増え
ただけではなく，質的に変化し，複雑化して
おり，問題を抱える当事者だけでは解決でき
ない。例えばホームレスは，住居，貧困，疾
病，社会的排除などたくさんの問題を抱える。
　これには，最近の経済・社会構造の変化が
影響している。
　第１に，家族・親族，地域による扶助機能
の著しい低下がある。家族・親族の規模が縮
小すると共に，国民の扶養意識が変化してい
る。人の移動が激しく，地域社会は変貌して
いる。これにより何らかのハンディキャップ
を持った者は，他からの援助が受けられず，
問題を抱えたまま立ち尽くす。
　第２に，情報社会の進展である。インター
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ネットの普及により，人のつながりは無機的
なデジタルな関係に終始する。直接会話を交
わす機会は激減し，他人に対する温かい思い
を寄せる感情が希薄化している。
　第３に，貧困の増加である。所得格差の拡
大に伴い貧困層が累増している。非正規雇
用，母子家庭，障害者，高齢者，ニートなど
は，貧困に陥ると脱却することは極めて困難
である。現在生起している大半の社会問題
は，貧困と関係が深い。

イギリスでのソーシャル 
インクルージョンの展開

　このような問題の解決策を模索していた
2000年１月初め，イギリス政府から社会保
障に関する意見交換会に招かれた。そこで
は，保健担当大臣，自治体首長などと意見交
換を行うことができた。
　1975年に10カ月の滞在だったが，イギリス
の社会保障を研究する機会があった。そこで，
コミュニティで教会を中心に住民が互いに助け
合って暮らす姿に接した。それから４半世紀，
イギリス社会は様相を一転させ，地域のつなが
りは崩壊し，貧困者，失業者，外国人，ホーム
レス，薬物依存症患者などが地域社会から排除
されていると，イギリスの要人は語ってくれた。
　イギリスで，日本と同様の現象が起こって
いることに気づいた。これは当然のことであ
る。前述した日本の状況は先進国共通に生じ
ているから，その結果生じる社会問題も共通
する。しかし，日本とイギリスが根本的に異
なる点があった。イギリスでは，異質な者が
排除される状況は国家的危機であるととらえ，
首相自らがリーダーシップを取って強力な対
策を講じていた。その中核になる政治理念
が，「ソーシャルインクルージョン」である。

　ソーシャルインクルージョンに基づく政策は，
1990年代からイギリスのほかにフランス，ド
イツ，イタリアなどヨーロッパ各国で行われて
いた。ソーシャルインクルージョンとは，社会
的排除を受ける者を地域社会の一員として暮ら
せるようにすることを目指し，就労，教育，住
宅，余暇活動などの施策を講じることである。
　社会的排除を受ける者は，就労などの機会
が阻害されている。就労などの機会が阻害さ
れると，社会的排除を進行させる。現代社会
では，人との結びつきは，就労や教育などに
よってなされるからである。ヨーロッパ各国
では，法律制定や予算計上して積極的な事業
を展開し，成果を上げている。
　さらに，ソーシャルインクルージョンの理
念は，障害者権利条約やSDGsの根幹的な理
念となって世界的に拡大している。
　日本でもソーシャルインクルージョンの理
念に基づく政策の推進が必要となっている。
そこで筆者は，厚生省（当時）社会・援護局
長に在職していた2000年12月，「社会的援護
を要する人々に対する社会福祉のあり方につ
いて」という報告書を発表した。この報告書
の根幹となる理念は，ソーシャルインクルー
ジョンである。日本の公文書で初めてソーシャ
ルインクルージョンという用語が使われた。
　しかし，日本では直ちには，ソーシャルイ
ンクルージョンに対する理解は浸透しなかっ
た。その理由は，第１に日本の行政が縦割り
で細分化して実施されているからである。ソー
シャルインクルージョンは，医療，福祉，教
育，労働など多岐にわたるので，これらを調
整する組織と人がいない。第２に地域の発想
の欠如である。中央官庁の政策立案者は，全
国を一律にとらえ，机上で政策を検討する。
しかし，ソーシャルインクルージョンは，そ
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れぞれ特性を持つ地域で現実的に生起する問
題を対象とし，異なった発想が必要である。
　だが日本の社会問題が一層深刻になるに従
い，ソーシャルインクルージョンに対する理
解は，障害者などの当事者，更生保護や引き
こもり問題などの民間活動家，自治体などの
間で広がっている。2018年12月に，東京都
国立市ではソーシャルインクルージョンを推
進する条例が制定された。

ソーシャルインクルージョンで 
果たす病院の役割

　ソーシャルインクルージョンは，難しいこと
ではない。地域社会で社会的排除・孤立してい
る者の状況を的確にとらえ，社会の一員として
暮らすことができる方策を講じることである。
　都市部において，一人で暮らしている高齢
者が増加している。これらの中には認知症で
医療，介護を要する者も多い。ともすれば地
域から孤立し，孤独死する。そこでは，一人
暮らしの高齢者に対する「気づき・見守り」
が求められる。これによって日々の悩みを見
いだし，孤独死を防止する。さらに，高齢者
の状態に応じて食事，遊び，交流の場での活
動を促す。ボランティア活動への参加によっ
て社会とのつながりを築くことも有益である。
　これらすべてを行政で担うことは，マンパ
ワーや財源から困難であるし，プライバシー
に干渉しすぎることは抑制しなければならな
い。行政の主な役割は，全体の調整や基盤整
備である。そのため，ソーシャルインクルー
ジョンの主要な主体は，当事者も含めた住民
自身である。当事者としては，高齢者，難病
患者，障害者，一人親家庭の母親，引きこも
りの者，ホームレス，刑務所出所者など各般
にまたがる。大方の場合は，近隣住民が働き

かけをするが，当事者自身が主体的に人との
つながりを持つようにすることが理想である。
　「ソーシャルインクルージョンは，『上から
目線』だから嫌いだ」と，ある大学教授が公
的な場で繰り返し発言をしているが，ソー
シャルインクルージョンの歴史，本質，実態
が理解されていない。「上から目線」ではソー
シャルインクルージョンは進まない。
　地域で活動するあらゆる組織の積極的な関
与は必須である。保健医療，福祉，教育にか
かわる団体だけでなく，企業の参加も求めら
れる。この中にあって，病院の役割は重要で
ある。近年の社会問題は，前述したようにさ
まざまな要素が絡み合い，解決を困難にして
いるが，大半の場合，医療問題が存在する。
児童虐待やDVは，病院で発見されることが
多い。高齢者，難病患者，障害者は医療ニーズ
が高い。病院は，地域の社会問題に関心を持ち，
対策の一翼を担っていかなければならない。

済生会のソーシャル 
インクルージョンの取り組み

　済生会は，明治天皇の「済生勅語」により
1911年（明治44年）に創設され，現在は秋
篠宮殿下を総裁に推戴している。
　済生会が創設された当時は，世界的な不況
で日本も悲惨な状況だった。このため，結核，
感染症，栄養失調などを患う者が増加する一
方，社会保障制度が未整備だったので，医療
が受けられない者が多かった。そこで済生会
が創設された。それ以来，済生会は一貫して
地域の中で課題の解決に取り組んできたが，
地域の課題は時代の変遷に応じて変化する。
そこで，2018年度を始期とする「済生会第
２期中期事業計画」を策定した。
　第２期中期事業計画では済生会の理念に基
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づき，従来から掲げている①生活困窮者に対
する支援，②地域医療への貢献，③総合的な
医療・福祉サービスの提供という３本の使命
を一層推進することにしている。いずれもソー
シャルインクルージョンと強い関係がある。
　また，生活困窮者に対する支援を行うため，
2010年度から「済生会なでしこプラン」を
策定し実行している。ホームレス，刑務所出
所者，高齢者，障害者などを対象にしている
が，2018年度の支援対象者数は17万６千人
で，毎年度増加している。
　写真１は，大阪府済生会支部の８病院が，
2010年度以来，毎年９月に釜ヶ崎に居住す
る人に対して実施している無料の健診活動で
ある。済生会の病院の病院長，医師，看護師，
MSWなど200人を動員し，約800人を対象
にしている。ともすれば社会的排除される人
たちに対して，済生会のスタッフの健診活動
によって社会とのつながりが形成されている。
　写真２は，済生会山口地域ケアセンターが
山口刑務所で受刑者を対象に実施している介
護職員初任者研修の筆者の授業風景である。
受刑者が介護に関する資格を取得し，出所後
の社会復帰に役立てることを目的としている。
2018年度の研修日数は，延べ97日，病院長，

看護師，看護職員などの済生会の従事者延べ
数は145人で，かなりの負担になっている。
資格を取得した出所者については，済生会の
福祉施設への就職などで支援している。
　済生会は，医療と福祉の両面を有する世界
最大級の組織であるので，前述の③総合的な
医療・福祉サービスの提供を行うのにふさわ
しい。近年地域包括ケアの推進がなされてい
るが，済生会は高齢者だけではなく，難病患
者，児童，障害者などの人を対象に，医療，介
護，福祉だけでなく就労，教育，住まいなどの
サービスを含めて地域包括ケアを行っている。
　また，その地域包括ケアの中心を担う人材
として，「済生会地域包括ケア連携士」を2016
年度から毎年100人程度養成している。「済
生会地域包括ケア連携士」は，病院の地域連
携室の担当者が担うことが多いが，地域の医
療機関，福祉施設，在宅医療・福祉事業者な
どとの連携を図っている。
　地域包括ケアは，ソーシャルインクルージョ
ンの理念と一致している。

済生会ソーシャルインクルージョン
推進計画の策定

　第２期中期事業計画では，新たに２分野に

写真１ 釜ヶ崎での無料の健診活動 写真２ 山口刑務所での介護職員初任者研修
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ついて取り組むこととした。
　一つは，医療・福祉の周辺分野への取り組
みである。患者のニーズは，医療だけではな
い。壮年期のがん患者では就労，難病の子ど
もでは学習という具合である。病院は，患者の
立場に立ってこれらの相談，支援をしていく。
　もう一つは，まちづくりへの寄与である。
本稿で述べてきたように，地域での人々のつ
ながりが希薄になり，たくさんの地域問題を
抱えるようになっている。済生会は創設以来，
地域で地域住民と共に問題を解決してきた。
そこで済生会は，ソーシャルインクルージョ
ンの具現化を積極的に図るため，全国の済生
会の支部，病院，福祉施設などが一体となっ
て具体的な事業の実施に取り組んでいくこと
にした。現在，これらの事業をまとめた「済
生会ソーシャルインクルージョン推進計画」
の策定作業を急いでいる。
　事業実施に当たっては，行政，他の医療・
福祉施設，企業などと連携協力をしなければ
効果が薄い。その一つとして，2019年５月
にはイオンモール本社と協力協定を締結した
（写真３）。第１号として済生会高岡病院とイ
オンモール高岡は，健康，環境，防災などの
面で協力を行うこととした。

結びに代えて

　2012年のロンドンオリンピック・パラリ
ンピック大会は，「ダイバーシティとインク
ルージョン」を基本理念として掲げ，これを
具現化して成果を上げた大会であった。これ
が世界の人に強い感動を与え，ロンドンオリ
ンピックのレガシーとなった。2020年の東
京オリンピック・パラリンピック大会は，こ
れを継承して「ダイバーシティとインクルー
ジョン」を基本理念として実施される。
　一方，日本人の間でソーシャルインクルー
ジョンについては，いまだに理解度が低いこ
とが残念である。本稿で述べたように，ある
大学の教授でも同様である。しかし，他国と
同様に日本社会でもソーシャルインクルー
ジョンの必要性は極めて高くなっているの
で，徐々に浸透していくことと思う。
　済生会でも近く「済生会ソーシャルインク
ルージョン推進計画」を策定し，一層の努力
を傾注していきたい。

写真３ イオンモールとの協力協定
　左：イオンモール株式会社岩本副社長
　右：筆者（　　　　　　　　　　　　　　　）

村上佳代氏

本誌購読者：16,000円
　　　一般：19,000円
　　　　　　（共に税込）

福岡 19年 12/１（日） 日総研 研修室（第７岡部ビル）
東京 20年 １/19（日） フォーラムミカサ エコ
仙台 20年 ２/16（日） ショーケー本館ビル
札幌 20年  ３/１（日） 道特会館
名古屋 20年 ３/29（日） 日総研ビル
大阪 20年 ５/24（日） 田村駒ビル
岡山 20年  ６/７（日） 福武ジョリービル

日総研 14887学習のねらいは 検索検索

●入退院支援のプロセス　●ケースに応じた退院支援のあり方
●連携するために知っておきたい制度の知識　など

ワークで  「患者の生活の視点」を学ぶ

退院支援看護師として
学び、育成する要点

役　割 資源・制度 経験知
社会医療法人生長会ベルピアノ病院

地域連携・在宅療養支援センター 部長
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