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呼吸器感染症で急性期病院に入院した高齢者の栄養状態が在院日数及び入院医療費に与える影響
大久保浩一 1）、馬場園

明 2）

Effect of nutritional status on length of stay and health care costs among elderly patients,
hospitalized for respiratory infection in an acute care hospital
Hirokazu OKUBO 1） Akira BABAZONO 2）

【Abstract】
【Purpose】
The purpose of this study was to quantify the effect of nutritional status on length of stay and health care costs among
elderly patients hospitalized for respiratory infection in an acute care hospital.
【Methods】
The subjects were patients aged of 65 years or older, whose diagnosis at admission was pneumonia, bronchitis or aspiration
pneumonia, and who were admitted to an acute care hospital between 1 November 2013 and 31 October 2014 . The information
was obtained from electronic medical records and health insurance claim data. First, the Kruskal‒Wallis test was used to
clarify the nutritional status, length of stay and health care costs. Second, a multiple regression analysis was used to assess the
relationships between serum albumin level, total lymphocyte count, total cholesterol level on admission, sex, age, and location
prior to admission with length of stay and health care costs.
【Results】
A serum albumin level less than 3 . 5 g/dl and total lymphocyte count less than 1600 /µl at the time of admission, and age of
 90 years were related to longer length of stay. A serum albumin level less than 3 . 5 g/dl was associated with higher health
care costs. The total cholesterol level did not affect either length of stay or health care costs.
【Discussion】
Malnutrition affects the length of stay and health care costs among elderly patients hospitalized for respiratory infection.
Adequate indicators of nutritional status are necessary.
Key words:elderly patients, malnutrition, CONUT, respiratory infection

【抄録】
【目的】
本研究では、呼吸器感染症で急性期病院に入院した高齢者の栄養状態が在院日数及び入院医療費に与える影響を明らかにする
ことを目的とした。
【対象と方法】
対象はA急性期病院に2013年11月〜2014年10月の間に入院した入院の契機となった傷病名が呼吸器感染症
（肺炎・気管支炎・誤
嚥性肺炎）
の患者とした。情報は電子カルテデータならびにレセプトデータから抽出した。
入院時の栄養指標と在院日数、入院医療費の関係を明らかにするためにKruskal-Wallis検定を行い、次に在院日数、入院医療費
を目的変数に、年齢、入院時アルブミン値、リンパ球数、総コレステロール値の有無を説明変数として重回帰分析を行った。
【結果】
入院時の血清アルブミン値が3 . 5 g/dl未満、リンパ球数が1600 /μl未満、年齢が90歳以上であると在院日数が長くなり、血清アル
ブミン値が3 . 5 g/dl未満であると入院医療費が増大することが示された。
総コレステロール値は在院日数と入院医療費の両方に影響を与えなかった。
【考察】
高齢の呼吸器感染症患者において低栄養状態は在院日数・入院医療費に影響を与えるが、スクリーニングの指標については引
き続き検討が必要である。
キーワード：高齢者、低栄養状態、CONUT、呼吸器感染症
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【はじめに】
本邦では高齢化社会の進行に伴い医療費が増大しており、平成25年度の概算では39 . 3兆円にのぼり、財政に対する大きな負担と
なっている1）。高齢の患者は低栄養状態である傾向があり、低栄養状態が合併症の増加、在院日数の延長を招くという報告がこれ
までにも数多くなされており、この問題に適切に介入することが医療費の低減につながると考えられている2 - 6）。欧米においては
1970年代ごろから入院患者の栄養障害が問題となっており、従来の医療従事者の栄養療法に関する知識・技術が不十分であるこ
とから専従のNST（Nutrition Support Team）が普及してきた経緯がある7 , 8）。本邦においても日本静脈経腸栄養学会が主体となり、
NSTの活動が広く全国に普及しているが、医師・看護師・管理栄養士・薬剤師など多職種の非専従のスタッフがチームを形成し、
定期的に集まることで介入を行う手法が一般的である7 , 8 )。
大分県に所在するA病院は224床の急性期病院である。高齢者の救急搬送が多く、経営状態の改善のためにも在院日数の短縮が
急務である。当院NSTでは低栄養患者のスクリーニング法としてIgnacioらが提唱したCONUT（Controlling Nutritional Status）を
用いている。CONUTは血清アルブミン値・血清総コレステロール値・総リンパ球数からスコアを算出し栄養状態を評価する手法
で、それぞれ体蛋白の代謝、脂質の代謝、免疫能を反映していると言われている9）。他の手法に比べ身体計測や詳細な問診が必須で
ないことから、非常に簡便に使用できることが利点として挙げられる。
本邦においてCONUTを用いて外科手術後の合併症・在院日数などとの関連を示した報告は数多く見られるものの10 , 11）、内科的
疾患に関して、CONUTが適切な指標であるかの検証はなされていない。
本研究では特に高齢者に多く、また入院期間が長期化しやすい呼吸器感染症患者において、入院時の栄養状態評価のどの指標が、
在院日数・入院医療費の関連について最も影響を与えるかどうかを検証することを目的とする。

【対象と方法】
対象は当院に2013年11月〜2014年10月に入院した入院の契機となった傷病が呼吸器感染症
（肺炎・気管支炎・誤嚥性肺炎：ICD
−10コード J 13、J 159、J 180、J 189、J 440、J 69）の患者とした。情報は電子カルテデータならびにレセプトデータから抽出した。ま
た入院時の血液検査結果からCONUTの算出に用いられる血清アルブミン値、血清コレステロール値、リンパ球数を抽出した。
図1

CONUT（Control Nutritional Status）

単変量の統計的解析では、Kruskal-Wallis検定を用い、年齢、性別、入院時の血清アルブミン値、総コレステロール値、リンパ球数、
入院元、糖尿病の既往の有無に関して在院日数、入院医療費を比較した。次に在院日数・入院医療費を目的変数に、年齢、血清ア
ルブミン値、リンパ球数、入院前の所在を説明変数として重回帰分析を用いて解析した。説明変数の選択には交絡要因との関係を
調整するため、強制投入法によりKruskal-Wallis検定においてP< 0 . 1を満たす変数を用いた。相関行列表を確認したが「｜r|> 0 . 9」
となるような変数は存在しなかったため、すべての変数を対象とした。なお、在院日数と入院医療費に関しては対数変換を行って
解析した。多重共線性の検証はVIFで検証した。
年齢では79歳以下を、性別では男性を、入院時の血清アルブミン値では3 . 5 g/dl以上を、リンパ球数では1600 /μl以上を、入院前の所
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在では自宅をそれぞれリファレンスとしたダミー変数を用いた。血液検査に関しては入院初日のデータを用い、
カットオフ値に関しては、
CONUTを参考に血清アルブミン濃度は3 . 5 g/dl、リンパ球数は1600 /μlと設定した。解析は全てIBM SPSS ver. 22を用いて行った。

【結果】
該当件数は144件であり、男性74件、女性70件で、年代別では79歳以下が32件、80代が66件、90代が46件であった（平均年齢 85 . 0
±7 . 6歳）
。55名がNSTの介入を行っていた。在院日数の平均値は24 . 8日で中央値は17日であった。入院医療費の平均値は947 , 364
円で、中央値は747 , 185円であった。
表1

対象患者の年齢、入院時の血液検査、在院日数、入院医療費の分布

表2に在院日数の記述統計とKruskal-Wallis検定を用いて比較した結果を示した。CONUTから導き出した栄養状態と入院時の血
清アルブミン値、リンパ球数で有意な差を認めた。有意差は見られなかったが、年齢、入院元の違いでは群間で差がある傾向が見
られた。性別、総コレステロール値、救急搬送の有無では有意差は認められなかった。
表2

在院日数に関する記述統計

表3に入院医療費の記述統計とKruskal-Wallis検定を用いて比較した結果を示した。在院日数と同様に栄養状態、血清アルブミン
値、リンパ球数において有意差が認められ、加えて年齢、入院元でも有意差が認められた。総コレステロール値、救急搬送の有無
では有意差が認められなかった。
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表3

入院医療費に関する記述統計

表4に在院日数を目的変数とした重回帰分析の結果を示した。在院日数に関して対数化を行った。
強制投入法による分析を行い、年齢では90歳以上で79歳以下と比べて有意に長く（p= 0 . 03）、血清アルブミン値では3 . 5 g/dl未満
と3 . 5 g/dl以上と比べて有意に長く（p= 0 . 03）
、リンパ球数では1600未満で有意に長い（p= 0 . 04）ことが認められた。分散分析表の
結果は有意であった（p= 0 . 01）
がR 2＝0 . 12と適合度は低かった。VIFでの検証では、多重共線性は認められなかった。

表4

在院日数を目的変数とした重回帰分析

表5に入院医療費を目的変数とした重回帰分析の結果を示した。入院医寮費も同様に対数化して分析した。
強制投入法による分析を行い、血清アルブミン値では3 . 5 g/dl未満と3 . 5 g/dl以上と比べて有意に多く（p= 0 . 05）、年齢、リンパ球
数、入院元の違いでは有意差では認められなかった。分散分析表の結果は有意であった（p= 0 . 05）がR 2＝0 . 08と適合度は低かった。
多重共線性は認められなかった。
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表5

入院医療費を目的変数とした重回帰分析

【考察】
本研究では高齢呼吸器感染症患者の基本属性と、栄養指標として入院時血清アルブミン値、リンパ球数、総コレステロール値、入
院元、在院日数、入院医療費を比較した。
入院患者の栄養評価が重要であることは論を待たないが、例えば代表的な栄養の指標としての血清アルブミン値は、体液量の変化
などの影響を強く受けることから正確には栄養状態を反映しないと言われているなど、単一の検査所見から評価するのは困難であ
る12）。よっていくつかの血液検査項目、身体計測の結果を組み合わせた栄養評価の指標が数多く開発されてきたが、全ての病態を欠
点無くカバーできるには至っていない。
また多忙な急性期病院においては、煩雑な指標を用いるのに困難を伴うことから、簡便な指標を用いてスクリーニングを行い、後
に詳細な評価を行うのがより現実的である。
当院では2013年11月からCONUTを用いたスクリーニングを行っており、結果に基づいてNSTの介入を決定している。知識が十分
でない者にもスコアリングが可能であり、低栄養状態を判断しやすいことから栄養療法の普及に一定の効果を上げていると考えられ
る。しかしこの介入方法に関して十分な評価がなされたことはなかったため、特に在院日数の増加の原因となっている高齢者の呼吸
器感染症に着目し、アウトカムを在院日数・入院医療費として解析を行った。
その結果、入院時の血清アルブミン値が3 . 5 g/dl未満、リンパ球数が1600 /μl未満、年齢が90歳以上で在院日数が長くなり、血清ア
ルブミン値が3 . 5 g/dl未満であると入院医療費が増大することが示されたが、総コレステロール値は在院日数、入院医療費のどちら
にも影響を与えなかった。
総コレステロールは合成の律速酵素であるヒドロキシメチルグルタリル-CoA還元酵素の活性が飢餓状態において低下することか
ら、栄養状態の静的指標に用いられるが13）、本研究において在院日数・入院医療費に関して有意な差が認められなかったのは、脂質
異常症が背景に存在している患者が一定数存在し、病態が結果に影響を及ぼし、正確に低栄養を反映していなかった可能性が考えら
れる。またスタチンの抗炎症作用から、感染症の予後を改善する可能性も考えられ14）、内服に伴う影響はあるかもしれない。
血清アルブミン値・リンパ球数に関しても、同様に病態や加齢性の変化が影響を与えている可能性も否定できないが、いずれにせ
よ総コレステロール値が指標に含まれるCONUTを高齢者の呼吸器感染症患者において栄養スクリーニングに用いることは困難が
伴う可能性があると考えられた。
血清アルブミン値とリンパ球数のみで評価するスクリーニングの指標として小野寺のPrognostic Nutrition Index（O-PNI）がある
15 - 16）

が

、より病態を反映する指標としてCONUTと比較の上での再検討が必要である。

本研究の限界として単一医療施設において疾患を限定した調査であり、これを他の病態に適用するのは困難であること、服薬内容
や入院前のADLを考慮していないことが挙げられる。また患者の重傷度による調整を行なっていないが、本研究では対象疾患が医
療・介護関連肺炎に分類されるものが多くを占めることから環境や基礎疾患による病態への影響が多様であり、日本呼吸器学会に
よる医療・介護関連肺炎診療ガイドラインにおいても重傷度による分類ではなく、耐性菌リスクなどによる抗菌薬選択基準としての
治療区分が主となっていることを考慮すると17）、既存の重傷度評価を適用するのは困難であると考えた。
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今後高齢化社会の進行とともに、入院時に低栄養状態である患者が増加することはほぼ確実であり、病態の急性期における低栄養
患者の早期発見のための手法に関してさらなる検討が必要である。
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急性期病院における地域包括ケアシステム支援体制の構築
野々下みどり 1）、馬場園

明 2）

Establishment of support functions for a local comprehensive health care system in
an acute care hospital
Midori NONOSHITA 1） Akira BABAZONO 2）

【Abstract】
【Purpose】Creating a management strategy is necessary to establish support functions in a local comprehensive health care
system towards 2025 . The reason is that few patients will be cured only by acute care hospitals in the future. The purpose of
this study was to establish support functions, including, housing, health care, long-term care, prevention, and life support.
【Methods】At first, the mission of our hospital was revised to implement organizational activities, including functions for local
comprehensive health care systems along the established organizational culture. Second, strengths, weaknesses, opportunities,
and threats were disclosed. Additionally, the strategy of our hospital was clarified by cross SWOT analysis based on SWOT
analysis, leading to action plans.
【Results】We decided to specify care for stroke patients, especially, those with cerebral infarction. We would like to enforce
existing home health care composed of a visiting nursing and rehabilitation care. Additionally, we planned to create a local
interchange center focused on housing for the elderly.
【Discussion】We would like to build housing for the elderly based on the idea of a continuing care retirement community,
including local home health care center, rehabilitation facilities, and free spaces. Additionally, we intend to create opportunities
for residential interexchange in the district through activities and events. Moreover, we would like to provide information on
terminal care, including a system to implement living wills, to avoid unwanted life-prolonging treatment and for individuals to
have dignified deaths at home.
Key words: local comprehensive health care system, home health care, life support, living will

【抄録】
【目的】今後、急性期医療のみで治癒する患者はほとんど存在しないことを考慮すれば、急性期病院においても 2025 年に向けて地
域包括ケアシステムの支援に向けた経営戦略を立てる必要に迫られている。住まい・医療・介護・予防・生活支援の視点から支援
構築を行うことを研究目的とした。
【対象と方法】まず、理念の見直しを行うこととした。根付いている組織風土に沿って、地域包括ケアシステム支援の要素を加え
ることで、組織的な取り組みが行えるようにした。次に SWOT 分析を用い、強み、弱み、機会、脅威を明らかにした。そして、
SWOT 分析に基づいたクロス SWOT 分析を行い、当院の取り組みを明らかにし、今後の具体的計画を策定した。
【結果】急性期医療に関しては、脳卒中、その中で脳梗塞に特化していくこととした。既存の訪問看護、通所リハビリテーション
の在宅医療も強化し、さらに住宅施設を中心とした地域の交流の場を作ることにした。
【考察】急性期病院で地域包括ケアを支援していくためには、CCRC の考え方を導入して、「住まい」を建築、地域の在宅医療の拠
点や、通所リハビリテーション施設、フリースペースを設け、活動やイベントを通して、地域との交流の場を作ることが求めら
れると思われる。また、ここでの事前指示書などの情報提供を通じて本人が望まない延命治療を避け、その人らしい死を自宅で
迎えられる体制を構築したい。
キーワード：地域包括ケアシステム、在宅医療、生活支援、事前指示書
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【はじめに】
我が国は世界有数の長寿国であり、65歳以上の人口は、2012年には3000万人を超えており（国民の4人に1人）
、2042年の約3900万
人でピークを迎えるといわれている1）。今後、75歳以上の人口割合も増加し続けることが予想されており、団塊の世代
（約800万人）
が75歳以上となる2025年（平成37年）以降は、2179万人になると推計されており１）、国民の医療や介護の需要が、さらに増加するこ
とが見込まれている。それに伴って認知症高齢者も増加し、全国の65歳以上の高齢者について、認知症有病率推定値15 %、認知症
有病者数約439万人と推計されている2）。
厚生労働省は、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、
図1に示すように住まい・医療・介護・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目指している3）。
図1



















地域包括ケアシステム
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人口約6万人の福岡県小郡市に所在する唯一の急性期病院である嶋田病院（以下、当院という）においても、今後、急性期医療の
みで治癒する患者はほとんど存在しないことを考慮すれば、2025年に向けて地域包括ケアシステム支援体制の構築に向けた経営
戦略を立てる必要に迫られている。地域包括ケアシステム５つの構成要素
（住まい・医療・介護・予防・生活支援）の視点から行
うことを研究目的とした。（図2参照）
図2

地域包括ケアシステム5つの要素と「自助・互助・共助・公助」
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【対象と方法】
非営利機関の管理者がなすべきことについてピーター・ドラッカーは、組織の使命と定めたことを個別具体化していくことと
し、使命達成に必要な3つの要点として、組織の強みと成果に目を向けること、何を心底信じているのかということ、そして何が機
会であり、ニーズであるかということを問うことであるとしている4）。そこで地域包括ケアシステム支援体制の構築を組織的に行
うために、まず理念の見直しが必要であると考えた。
当院の理念には、「地域住民の方々が安心して暮らしていけるよう」という一節がある5）。また、その理念実現に向けた基本方針
には、
「救急医療」を掲げ24時間、365日、いつでも患者が受診できる体制を作っていくことや、
「住民の健康管理」として地域住民
の方々に情報を提供し、がん及び生活習慣病の早期発見・早期治療で地域住民の方々の健康管理を支援していくとし、「地域連携」
で広域の医療機関と連携をしていくこととしている。
「安心して暮らしていける」ためには「医療」中心の提供体制の構築であった
理念を基本に、蓄積してきた実績を活用しながら、入院前、退院後も24時間365日地域住民の暮らしを支援していく地域包括ケア
システムの構築と、医療
（疾患）の予防に加え、介護予防を理念に加えることである。そして、地域で根付いている組織風土に沿って、
地域包括ケアシステム支援の要素を加えることで、組織的な取り組みが行えるようにすることである。
そのためにSWOT分析を用い、外部・内部環境分析から強み弱みを明らかにした。そして、SWOT分析に基づいたクロスSWOT
分析を行い、当院の取り組みを明らかにし、今後の具体的計画を策定した。

【結果】
SWOT分析とクロスSWOT分析の結果を図3に示した。SWOT分析の外部環境分析では、機会と脅威の2つの項目から分析を行
うが、機会の中では地域包括ケアシステムの重視と、急性期病院としての急性期に特化した疾患への取り組みが挙げられた。我が
国の社会保障は、社会保障・税一体改革大綱
（平成 24年2月17日閣議決定）に基づき、急性期を始めとする医療機能の強化、病院・
病床機能の役割分担・連携の推進、在宅医療の充実等を内容とする医療サービス提供体制の制度改革に取り組むこととされた6）。
各都道府県が策定する医療計画には、がん、脳卒中、急性心筋梗塞および糖尿病に精神疾患が追加され、救急医療、災害時におけ
る医療、へき地医療、周産期医療および小児医療（小児救急医療を含む。）の5事業並びに在宅医療に係る医療提供施設相互間の機能
の分担及び業務の連携を確保するための体制に関する事項を定めなければならない7）。これらのことに加えて、DPCの機能評価係
数Ⅱの項目から鑑みても、急性期病院として5疾病5事業と在宅医療に取り組まなければならないことは明らかである。脅威に挙げ
た医療法改正による病床機能報告の報告項目からも同様である8）。
図3

SWOT分析
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次に、内部環境分析を行った。当院は急性期医療に関しては、5疾病の中の脳卒中、その中で脳梗塞に特化していく方針である。
平成25年度もDPC 6桁別の患者数は2位であった。当院の「脳梗塞診療」の強みは、神経内科の医師（専門医）によるrt-PA（アルテプ
ラーゼ）静注療法の施行が24時間365日体制で可能であることである。脳の画像を神経内科の医師が常時携帯するiPadへ転送し、
ICUスタッフとの連携で脳梗塞のゴールデンタイムでの施行ができている。ICU病棟は、日本集中治療医学会専門医研修施設に認
定されており、当院にはさらに約50名のリハビリスタッフや回復期リハビリテーション病棟という資源を有している。
平成25年度DPC 6桁010060
（脳梗塞）で退院した154名のうち、109名がエダラボンによる治療、14名がrt-PA（アルテプラーゼ）静
注療法の施行であった。一般病棟からの退院先は、82名が当院の回復期病棟、それ以外の72名の内、自宅が52名、居宅系の施設が9名、
他院の回復期病棟が2名で在宅復帰率は87 . 5 %であった（表1）。
表1
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最終的に当院の回復期病棟からの退院患者の退院先は、外来
（他院）が72名、次いで外来
（自院）が39名と合わせて111名で多くが
在宅であった。当院全体での退院患者の退院先も、2 , 528名のうち1 , 883名が在宅で在宅復帰率は89 . 7％であった。当院は、DPC入
院期間Ⅱ内での退院割合も84 . 9 %であり、平均在院日数も12 . 5日であり、診療密度を高めることに成功している。
現在行っている当院での在宅医療・介護サービスは、居宅介護支援、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーショ
ンである。但し、訪問診療は実績がなく「看取り」まで出来ていないため、弱みとして介護との連携を挙げた。
これらのことから、クロスSWOT分析における積極的攻勢として、当院は現在行っている「救急医療」と「在宅医療」をこれから
も強化していくこととした。また、差別化戦略として住宅施設を中心とした地域の交流場を作る具体的プランを構築した。

【考察】
地域包括ケアシステムの中で中核となる地域唯一の急性期病院として、脳梗塞の診療に特化していくこととしたが、さらなる充
実のために、
「超急性期脳卒中加算」の施設基準取得に向けた薬剤師、臨床検査技師の当直体制の構築を進めている。すなわち、当
院では、高齢者の肺炎や心不全などの入院診療も多く受け入れているが、ICU病棟やリハビリスタッフ、回復期リハビリテーショ
ン病棟という現在の資源を最大限に生かすためにも、その脳梗塞診療でのポジションを確立していく必要がある。脳梗塞の治療の
ほとんどが薬物療法であり、短い在院日数ののちに在宅へ帰る患者がほとんどであることからも、退院後の患者にもシームレスな
リハビリテーションや生活支援をしていくことが重要であり、当院の特色となると考えられる。
病院全体でも急性期での診療密度を高めることには成功しているが、年々短縮していく在院日数と相反して、再入院率が増加傾
向にある。治癒が望めない疾患に関しては、短い入院期間での関わりだけで完結していては、医療機関として役割を十分果たして
いないと考えられる。地域包括ケアシステムを構築するためには、その後の継続したケアの支援がやはり重要な課題である。
診療密度を高めるためにDPC入院期間Ⅱ内での退院、平均在院日数の短縮に取り組むことから、早期退院を想定して、訪問看護、
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションの在宅医療にも着手したが、まだ十分に活用できてはいない。患者への関わり
において職員もまだ急性期医療のみの意識であり、退院後の介護サービスまで想定できておらず、実際は当院の退院患者からの利
用者が少ない。弱みとして介護との連携を挙げたが、患者が退院後どのような介護サービスを受けたら良いのか、患者が望む生活
を送るためにはどうしたら良いのか、そこまで考えることができるよう、これから職員に意識改革をしていかなければならない。
また退院後、通院ができない患者にも在宅で同じようにリハビリテーションが実施できるようにと訪問リハビリテーションを
設置したが、地域住民のニーズとしては通所リハビリテーションの方に需要が多い。高齢者のためにも「着替えて出かける」
「他人
と接する」ことは重要であり、今後は通所リハビリテーションの方の強化や拡大を行っていく。
当院の敷地内
（駐車場）に訪問看護ステーションが建設されていたが、先日より本院へ近い場所へ移転した。その跡地に新しい施
設の建築を行い、地域包括ケアシステムを考える上での「住まい」という要素をここで実現することを検討している。本人の希望
と経済力にかなった住まいを基盤として、生活、予防、介護、医療を支援することが地域包括ケアシステムのアイデアである。こ
の「住まい」にはCCRC（Continuing Care Retirement Community）
の考え方を導入する。
CCRCとは「継続したケア」という理念に基づいて、生活支援・健康支援・介護・医療サービスなどを総合的に提供していく施設サー
ビスのシステムであり9）、CCRCの理念を取り入れた「高齢者の生活が継続できるようにケアを行い、自分の人生で起こったことを前
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9）
向きに肯定して統合すること」を支援する「高齢者健康コミュニティ」
をこの「住まい」に構築したい。
「高齢者健康コミュニティ」は

「本人の意思の尊重」
「残存機能を活用した自立支援」
「生活とケアの連続性の維持」を三大原則とし、
「生活支援・健康支援・介護・
医療サービスを提供する複合施設と自立型、支援型、介護型高齢者住宅および高齢者自宅をネットワークで結び、地域包括ケアシス
テムの機能を満たすコミュニティ」と定義されているが9）、当院の敷地内に隣接している訪問看護ステーションと連携し、ここを地域
の在宅医療の拠点とする。通所リハビリテーション施設も併設させ、本人の意思を尊重した生活を支援していきたい。
この「住まい」は、当院の特徴を生かした脳梗塞後の患者や糖尿病の患者、ICU病棟では呼吸器疾患が多数のため、人工呼吸器装
着の患者も入居可能であるような施設にしたい。また別のサービスとして、多様な疾患を持った高齢者が多いため、糖尿病食、減
塩食など治療食の宅配サービスも行うことができれば、地域住民を「日」単位という視点での支援ができるのではないだろうか。
また、「住まい」には、フリースペースを設け、地域包括ケアシステムの予防や生活支援を自助・互助を活用して行っていきたい
（図2参照）。さらに、ボランティア・住民組織の活動場所としてスペースを提供し、そこでは高齢者によるボランティアや生きが
い就労の場所として、また認知症予防としても価値ある場所を作っていく。そこで、①セミナーや教室の開催、②ホームヘルパー
の養成など、在宅介護の教室③終活セミナー（エンディングノートや事前指示書作り）④集いの場所としてカフェ、⑤当院からの定
期的な健康教室の開催などである。次に具体的な内容について詳述する。
①セミナーや教室の開催では、地域で活動しているボランティアや教室開催の講師などにスペースを提供する。また現役を退い
た高齢者を講師に迎え、セミナー等の開催をする。
②ホームヘルパーの養成などでは、生きがいや就労支援を行う。また在宅介護を行う家族の支援のためにも、実演等で訓練でき
る場所として活用する。そこでの講師は当院の看護補助として勤務しているケアワーカーを想定している。そうすることで、
当院の職員のモチベーションアップにも繋がり、新しい活躍の場が提供できるのではないかと考える。
③終活セミナー（エンディングノートや事前指示書作り）については後述するが、住民の意識改革の場所として考える。
④集いの場所としてカフェは、地域との関わりの場所としての提供や、認知症カフェとしての利用を考える。
⑤当院からの定期的な健康教室の開催では、定期的な運動や食事、また疾患についての教室を開催し情報提供を行う場所とする。
そこで医療（疾患）
や介護予防についての活動を行う。
ここでの企画をさらに「月」
「年」
単位での視点でも構築する。まず、
「月」
単位の視点であるが、既存の通所リハビリテーション施設の
空き時間や休日を利用したり、また当院の通所リハビリテーションの１つは商業施設の中に入っている施設があるため、その商業施設
の中に併設されたホールを利用したり、さらには地域の中の空き家などを利用したりして、1月から２月毎に1度のイベントを実施する。
「年」単位での企画として、市民公開講座、フェアの開催を行い、地域のイベントとして実施していく。この「月」や「年」でのイベ
ントは、日々行うセミナーや教室の勧誘や披露の場、回復期リハビリテーション病棟や通所リハビリテーションでリハビリとして
作成した作品の披露の場などとしても有効であると考える。こういったイベントを通して、地域との交流が広がり、ネットワーク
作り、顔の見える連携が構築できるのではないかと考える。
現在、公民館での「健康教室」をきっかけに、地域（自治区）と連携を始めている。そこでの健康教室で、院長や講師の医師も「平
均寿命と健康寿命について」や「死に方」や「死に場所」について住民に話している。終末について考える運動を、地域に展開してい
きたいと考える。
急性期病院で地域包括ケアを支援していくためには、CCRCの考え方を導入して、「住まい」を建築、地域の在宅医療の拠点や、
通所リハビリテーション施設、フリースペースを設け、活動やイベントを通して、地域との交流の場を作ることが求められると思
われるが、実現に向けてこれから職員の意識改革や教育、介護報酬の改定も考慮し予算や運営の計画を急がなければならない。
最後に、急性期医療機関として地域包括ケアシステムへの関わり方として、高齢者に急性期ケアのニーズが生じた場合から新た
なシステムを構築したい。わが国では、1973年の老人医療費無料化により、高齢者の社会的入院を増長させ、病院で亡くなるとい
う文化を定着させた。この文化は、本人の承諾を得ない胃瘻造設や延命治療を受けるということと関連していると思われる。国民
の死生観・価値観の多様化も進む中で医療のあり方は、医療を受ける側への意識改革も要する。人生の最終段階における医療のあ
り方について、社会的に合意形成していくことは重要なことである。自分の最期をどうするのか、何を求めるのか、終活を通した
エンディングノートからの事前指示書（リビングウィル）など、そういった情報提供にも努めていく。そういう場を作るためにも、
前述の起案は有益であると考える。本人が望まない延命治療を避け、その人らしい死を自宅で迎えられる体制を構築したい。

【おわりに】
このようなプランの実現のためには、まず当院の職員の意識改革と連携が必要である。入院している間だけの治療や関わり方か
ら、継続したケアの支援をしていかなければならない。また、本人、施設、ケアマネージャー等との連携構築も重要である。退院先
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が自宅以外の場合にも、喀痰吸引や褥瘡、栄養摂取の問題がある。それによって退院先が見つからなかったり、退院しても再び入
院となったりするケースも起きている。現在、誤嚥性肺炎の再入院の増加という問題もあり、少しずつ施設へ職員が出向き、ケア
の継続について指導などを行っているが、こういった研修や交流もこれからさらに増やしていかなければならない。最終的な目的
としては、そもそも誤嚥性肺炎にならないような、減少するような活動を考えている。
また、組織間の連携のためにどのような情報共有をしていくのか、研修会や会議といったところから、記録の統一化、共有等も
IT化も含めて検討していかなければならない。
急性期病院における地域包括ケアシステムの構築として、高齢者に急性期ケアのニーズが生じた場合に、急性期ケア、回復期ケ
アを提供し、また地域に帰るというケアサイクルを可能とする仕組みを構築するための事業展開と、急性期ケアへの係り方につい
て検討した。ICUやHCU、一般病棟の7対1看護体制、リハビリテーションスタッフ、豊富な経験と人材、急性期に特化してきた資
源を、地域包括ケアシステムの各部門へ配分していき、この地域の医療体制を変えていくことが時代の要請となってきている。
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5） 嶋田病院、理念・基本方針、平成27年1月8日、http://www.shimadahp.jp/idea.html
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福岡:九州大学出版会、2014年; 4 ‑ 5
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山間部の高齢者健康コミュニティモデルにおける薬剤師の役割の開発
花田

稔 1）、馬場園

明 2）

Study of the functions of pharmacists in a continuing care retirement community
model in a mountainous region
Minoru HANADA 1） Akira BABAZONO 2）

【Abstract】
【Purpose】The purpose of this study was to develop pharmacistsʼ functions, including home visit services, at a continuing care
retirement community model in a mountainous region.
【Methods】The target population included the residents of Joge-cho town (Fuchu, Hiroshima Prefecture, Japan). First, I
described regional characteristics, present health care status, long-term health care services and daily life of the elderly. Second,
I conducted SWOT and CROSS-SWOT analyses to evaluate roles and orientations of home visit services by pharmacists as
supporters for the elderly with a framework of “structure", "process", and "outcome". For this purpose, I used Donabedianʼ s
model, which is famous for its triad. Then, based on this analysis, I developed a sustainable business model for pharmacists to
conduct home visit services in Joge-cho town based on a balanced scorecard.
【Results】I developed the following pharmacistsʼ functions for home visit services at a continuing care retirement community
model: ʻimprovement in the health care environmentʼ , ʻprevention against disease aggravationʼ , ʻreduction in health care costsʼ ,
ʻimprovement in quality of lifeʼ , ʻpromotion of home visit servicesʼ , ʻimprovement of the quality of dutiesʼ , and ʻconstruction of
a continuing care retirement communityʼ . Moreover, I created a strategic plan to establish a financially sustainable pharmacy
that specializes in home visit services.
【Discussion】The developed functions in the study aimed to support patients holistically. Additionally, this model is expected
to contribute to the construction of a local comprehensive health care system by planning collaboration among health care
facilities or between health care facilities and long-term care facilities. Further study should include agendas of self-realization
for the elderly and active participation of local residents.
Key words:continuing care retirement community, pharmacistsʼ functions, home visit services

【抄録】
【目的】山間部の高齢者健康コミュニティモデルにおける、在宅サービスを含めた薬剤師の役割の開発を研究目的とした。
【対象と方法】研究対象地域は上下町
（広島県府中市）とした。まず、地域特性、医療・介護の提供状況, 高齢者の日常生活状況を明
らかにした。次に、高齢者の支援者としての在宅薬剤師の役割と方向性に関してSWOT分析、CROSS-SWOT分析を行い、「ストラ
クチャー」
「プロセス」
「アウトカム」のフレームワークを用い検討を行った。さらに、Balanced Scorecard のフレームを用い、上下
町での薬剤師による本在宅サービスの持続的な事業展開についての検討を加えた。
【結果】地域包括ケアシステムでの在宅薬剤師の役割を、
「薬物治療環境の向上」
「疾病の重症化予防」
「医療費の削減」
「生活の質の
向上」
「在宅サービスの推進」
「業務の質の向上」
「高齢者健康コミュニティの構築」とすることができた。また、在宅専門薬局を事
業的に成り立たせる経営プランも構築した。
【考察】本研究で開発した在宅薬剤師の役割は、高齢者を全人的な視点で支援することにつながり、さらに、医療―医療、医療―介
護の連携を図ることで、地域包括ケアシステムの構築に大きな貢献をもたらすことが期待できる。今後、高齢者の自己実現、地域
住民の参画という課題が研究されるべきである。
キーワード：高齢者健康コミュニティ、薬剤師の役割、在宅サービス

1） 九州大学大学院 医学系学府 医療経営・管理学専攻

2） 九州大学大学院医学系研究科医療経営・管理学講座

Department of Health Care Administration and Management Graduate

Department of Health Care Administration and Management Graduate

School of Medical Sciences, Kyusyu University

School of Medical Sciences, Kyusyu University

−13−

医療福祉経営マーケティング研究
13 - 24, 2015
第10巻 第1号

【はじめに】
高齢化の進展と健康概念の転換1）により、わが国では病院完結型から地域完結型である地域包括ケアシステム2）へと舵が切ら
れた。
これにより病院や施設よりも、高齢者住宅を含む自宅で多くの高齢者を支えることになり、薬物治療に対してハイリスクを抱え
る高齢者の支援がさらに必要となった3 ‑ 9）。これに伴い、患者と在宅サービス担当者からも薬剤師が在宅サービスへ参入すること
に大きな期待が寄せられている。調剤室での調剤が業務であった時代からすれば、大きな変革である。
地域包括ケアシステムに期待される薬剤師像は、平成6年の診療報酬改定（在宅薬剤管理指導料）、平成9年の基準薬局制度の改定
で、すでに示されていたが、平成24年社会保障・税一体改革大綱、平成24年診療報酬改定により後押しされる形で、
「かかりつけ薬局」
のあるべき姿と伴に、残薬の調整や飲み忘れの対策、薬学的視点による処方薬の評価などの薬剤師による在宅サービスが明確な形
で、国民と薬剤師自身に示されることとなった。
しかしながら、薬剤師の在宅サービスが、全国的に広く十分に提供されてはおらず、その活動は不十分との厳しい指摘も上がっ
ている10 ‑ 12）。
つまり、在宅で薬物治療を行う患者の多くは、①複数の疾患を抱え合併症を起こしやすい②その回復からの遅延により廃用症候
群など日常生活機能の低下を起こりやすい③肺炎など死に至る急性疾患の頻度が高い④多剤服用や生体機能の変化により薬剤の
副作用が起こり易い等の状況にある。患者が自宅で暮らすためのセイフティネットである在宅医療が、担当者のそれぞれの専門性
との連携により質の高いサービスに導くとする現在、その場に参画できていない状況について、薬剤師はその責任を重く受け止め
る必要もある。
一方、高齢者の多くは、住みなれた地域で、安心して最期まで暮らすことを希望するものの、人生への目的意識が希薄した状況
が顕在化している13）ことも言われている。人生への目的の有無が、生き方を変えるとも言われ14）、その目的を再構築することが治
療の延長上にある生活の質
（QOL）の向上に大きく影響を与えるため、限られた専門知識のみでサービスを提供することへの限界
も見えてきている。このような中、医療提供施設内での活動でも伺えるように、薬剤師は、薬学の専門家として活動を有する側面
と、医師に伝えきれない患者の代弁者となる側面を併せ持つことから、地域包括ケアシステムの中での薬剤師の在り方を改めて考
えることは重要である。
また、前者の側面にあたる褥瘡治療、緩和ケア、NST、そして認知症などの業務への多様化も一部では進んで15〜19）おり、このこ
とは、日常生活につながる他職種との業務の効率化や薬剤師の多面的な視野での活動の発展を見ることができ、これを生活支援に
つなげることで、他職種の補完的な活動へとなりえる。
しかし、依然として治療を中心とする薬学の専門家としての薬学的管理指導に留まっているため、生活者としての日常生活およ
びQOLという大きな視点を持って、生活への動機づけや生活への自己実現へと導く生活支援を明確に打ち出して活動を行ってい
る事例は未だ見つからない。これに対して、北欧や欧米では、高齢者が自分の人生を前向きに肯定して統合することで、人生をよ
りよく生きる習慣が備わっており、本人や配偶者の身体的能力に応じた移り住みの文化とそれを支えるハード・ソフトの仕組み
である高齢者健康コミュニティ20）が構築されている。これにより、在宅サービスの受益者、受給者には、QOLについての認識が高
い。そのため、高齢化率が進展するわが国においても、持続可能な社会の構築のため、地域包括ケアシステムとともに、この高齢
者健康コミュニティの概念の必要性が認識され、政策検討が行われているところである。
現在、山間部では、人口減少とともに、独居世帯、高齢世帯の割合が増加し、介護者も高齢化するなど、地域社会の脆弱が顕在化
しており、在宅サービスでの本人および介護者を支えるキーパーソンの存在が不足している状況にある。そのため、山間部で住み
慣れた自宅で最期を迎えることを希望する多くの高齢者に対し、薬剤師の、患者宅への訪問姿勢や業務の多様化などともに、高齢
者健康コミュニティの中で、地域包括ケアシステムにおける役割を整理し検討することは意義深い。
そこで、本稿では、山間部の高齢者健康コミュニティモデルにおける、在宅サービスを含めた薬剤師の役割の開発を研究目的と
した。

【対象と方法】
研究対象地域は上下町
（広島県府中市）とした。まず、地域特性、医療・介護の提供状況, 高齢者の日常生活状況を明らかにした。
次に、
高齢者の支援者としての在宅薬剤師の役割と方向性に関してSWOT分析、CROSS-SWOT分析を行い、
「ストラクチャー」
「プ
ロセス」
「アウトカム」のフレームワークを用い検討を行った。さらに、Balanced Scorecard（BSC）のフレームを用い21）、上下町で
の薬剤師による在宅サービスの持続的な事業展開についての検討を加えた。
上下町の高齢者健康コミュニティモデルは、馬場園の高齢者健康コミュニティ20）の「高齢者が自分の人生を前向きに肯定して統
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合することを支援し、地域包括ケアシステムの機能を満たす “コミュニティ”」という概念を用い、医療介護の提供側を中核に、自
宅や介護施設などの住まいを連携させることで医療介護資源が少ない山間部に応用したものである。（図1）。また、上下町の特性
を把握するため人口動態、医療・介護に関する推定値に関しては、2010年の実数を基に、日本の地域別将来推計人口、疾患調査平
成23年患者調査上巻（全国）、介護保険事業状況報告、介護療養給付費実態調査、府中市第5期高齢者保健福祉総合計画・介護保険
事業計画を利用した22〜26）。
図1































上下町の高齢者健康コミュニティモデル
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【結果】
1．上下町の現状分析
1）概要と特徴
上下町は、広島県の東北山間部の平均海抜460ｍに位置した人口約5千人
（高齢化率38 . 8％）、面積約85㎢の農業を中心とする町で
ある。町の中心部には歴史情緒あふれる街並みが残っており、その街並みを利用した祭りなど地域コミュニティが多様な特色を
持っている。2003年4月に上下町は旧府中市に編入合併されたが、日常生活圏は、上下町を含む北部圏域と旧府中市を中心とする
南部圏域に設定されている。府中市は、少子高齢化と人口減少の問題にさらされてきている。合併時の旧府中市と旧上下町の人口
（高齢化率）は、41 , 271人（22 . 4％）と6 , 426人
（33 . 5％）で6倍以上、高齢化率では10％以上の違いがあった。10年経過した上下町では、
2014年2月28日には5 , 048人（38 . 8％）となり、日本の高齢化率25 . 1％ 27）より13 . 7％上まわっている。府中市の高齢化率は、全国と広
島県の20年先行し、上下町では30年以上先行している（図2）。また、上下町の75歳以上の高齢者数は、減少傾向にあるがものの、高
齢化の進展により独居高齢者・高齢者世帯28 . 29）は増加傾向にある。
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図2































府中市の人口推移
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2010年は、実数。その他は推定値。

2）在宅医療体制
（上下町）
上下町の在宅医療は、府中北市民病院
（一般病院：60床）1施設と精神科病院
（308床）1施設、医院2施設の医療機関が担い、退院支
援、日常支援、急変時の対応、看取りが行われている（図3）。とりわけ、府中北市民病院は、かかりつけ医、専門医、一次救急対応、
他医療機関への紹介の機能を担っている。二次救急病院まで山道で40分以上かかり、医院の医師の高齢化も進んでいる地域でもあ
る。自宅生活が困難となり、医療介護施設への入所を希望しても困難なことがあり、住み慣れた地域を離れる高齢者も少なくない。
薬局は府中北市民病院を中心に半径300ｍ以内に4店舗あるが、在宅訪問管理指導の実績がない。
3）在宅薬剤師の役割と方向性
SWOT分析の結果を示す。強みは、「保険薬局が5店舗あり、在宅への関与に期待できる」
「薬局間のつながりがある」
「栄養、褥
瘡について指導できる」
「感染予防について指導できる」
「介護予防について支援できる」
、弱みは、「在宅へ参画できていない」
「在
宅への意識が薄い」
「町内との繋がりが薄い（住民として）
」
「医療機関・介護事業所のつながりが弱い」
「注射調剤する施設がない」
「呼吸、脈拍の収集が苦手だ」
「サポート薬局の体制ができていない」であった。一方、
機会は、
「高齢者世帯（独居高齢者）
の増加」
「在
宅患者数が増加している」
「緊急時の見守りが必要な患者がいる」
「地域包括ケアシステムの構築の推進」
「在宅医療の推進」
「施設
から在宅への医療政策の方針」
「2014診療報酬で在宅が評価された」
「入院できる医療機関がある」
「病院も在宅医療を行っている」、
脅威は、
「生産年齢人口の減少」
「医療介護職員の不足」
「予防支援が自治体の支援事業となる」
「介護保険料の値上がり」
「在宅での
活動を理解されていない」
「かかりつけ医の機能が不十分」
「介護予防体制が弱い」
「介護認定に応じた入所ができない」
「認知症に
なると施設入所となることが多い」
「医療介護職員が不足している」
「コミュニティが脆弱化している」であった。
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図3

上下町の在宅医療体制
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表1にCROSS-SWOT分析の結果を示した。強み×機会の対応としては、
「在宅サービスの推進」
「薬局間連携の構築」
「感染予防
への連携」
「介護予防システムの構築」、強み×脅威の対応としては、
「支援事業への参加」
「介護保険料に依存しない事業の構築」
「高
齢者住宅を基盤とした支援」であった。一方、弱み×機会の対応としては、「薬剤師在宅支援マニュアルの作成」
「フィジカルアセ
スメントの講習会」
「薬局間での勉強会の開催」
「在宅関係者の交流会」、弱み×脅威の対応としては、「医療機関との連携強化」
「介
護事業所との連携強化」
「地域住民との連携強化」
「地域での学習会の開催」
「ケアカンファレンスへの参加」であった。
上下町における在宅薬剤師の在宅サービスの役割について、ストラクチャー、プロセス、アウトカムに分類し、検討した結果、
表2の結果となった。ストラクチャーを、
「①薬の相談」
「②患者のモニタリング」
「③疾病・介護予防活動」
「④安心への支援活動」
「⑤
連携の構築」
「⑥業務の支援体制」
「⑦自立への支援」の7項目とした。
「①薬の相談」のプロセスは、「治療」
「症状」
「日常生活」の相談、アウトカムは、「薬物治療環境の向上」
（安心して薬物を服薬で
きる環境の獲得）
とした。「②患者のモニタリング」のプロセスは、
「訪問による病状悪化の早期発見」
「防げる入院の予防」
「薬の飲
み忘れ・飲み間違いの指導」
「重複処方の調整・残薬管理」
「副作用のモニタリング」、アウトカムは、「疾病の重症化予防」と「医療
費の削減」とした。
「③疾病・介護予防活動」のプロセスは、
「感染予防への連携」
「予防活動の動機づけ」
「介護予防システムの構
築」、アウトカムは、
「生活の質の向上」とした。
「④安心への支援活動」のプロセスは、
「定期訪問による安心感」
、「必要な薬をい
つでも届けてくれる安心感」
、アウトカムは、
「生活の質の向上」とした。
「⑤連携の構築」のプロセスは、
「医療機関との連携強化」
「介護事業所との連携強化」
「地域住民との連携強化」
「地域での学習会の開催」
「ケアカンファレンスへの参加」
「薬局間連携の構築」、
アウトカムは、「在宅サービスの推進」とした。「⑥業務の支援体制」のプロセスは、「薬剤師在宅支援マニュアルの作成」
「フィジ
「在宅関係者の交流会」、アウトカムは、「業務の質の向上」とした。「⑦自
カルアセスメントの講習会」
「薬局間での勉強会の開催」
立への支援」のプロセスは、「支援事業への参加」
「介護保険料に依存しない事業の構築」
「高齢者住宅を基盤とした支援」、アウト
カムは、「高齢者健康コミュニティの構築」とした。
また、これらの在宅薬剤師の役割は、「高齢者になっても住み続けられる高齢者の住まい確保」を除く地域包括ケアシステムの
4つの重点課題
（
「医療との連携強化」
「介護サービスの充実強化」
「予防の推進」
「生活支援サービスの確保や権利擁護」
）すべてに対
応している（図4）。
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在宅薬剤師の活動方針は「生活の中での薬物治療という視点を持ち、薬学的管理指導とともに、生活の基本となる支援への業務
の多様化を考慮する」
「安心安全な薬物治療環境へと導くため、サービス提供者や介護者と連携し、自宅で生活したいと希望する
患者の気持ちにできる限り沿い、時にはその気持ちを動機づける支援を行う」の2点に整理した。

表1

CROSS-SWOT分析

ᶵ

⬣ጾ

䞉 ᅾᏯ䝃䞊䝡䝇䛾᥎㐍

䞉 ᨭᴗ䜈䛾ཧຍ

ᙉ 䞉 ⸆ᒁ㛫㐃ᦠ䛾ᵓ⠏
䜏 䞉 ឤᰁண㜵䜈䛾㐃ᦠ

䞉 ㆤಖ㝤ᩱ䛻౫Ꮡ䛧䛺䛔ᴗ䛾ᵓ⠏
䞉 㧗㱋⪅ఫᏯ䜢ᇶ┙䛸䛧䛯ᨭ

䞉 ㆤண㜵䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏
䞉 ⸆ᖌᅾᏯᨭ䝬䝙䝳䜰䝹䛾సᡂ 䞉 ་⒪ᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠᙉ
䞉 䝣䜱䝆䜹䝹䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛾ㅮ⩦
ᙅ
䞉 ⸆ᒁ㛫䛷䛾ຮᙉ䛾㛤ദ
䜏
䞉 ᅾᏯ㛵ಀ⪅䛾ὶ

䞉 ㆤᴗᡤ䛸䛾㐃ᦠᙉ
䞉 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠᙉ
䞉 ᆅᇦ䛷䛾Ꮫ⩦䛾㛤ദ
䞉 䜿䜰䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇䜈䛾ཧຍ

表2

地域包括ケアシステムと薬剤師の役割
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図4

在宅薬剤師の役割と地域包括ケアシステム
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2．在宅薬剤師の事業展開
在宅サービスは、地域包括ケアシステムでの在宅医療制度および在宅介護制度に沿った経営を考慮する必要がある。つまり、そ
れぞれの指導件数が、経営に大きく影響するため、これに対する取り組みを検討することは事業の持続性を持たせるために必要で
ある。なお、在宅訪問収支のモデルにおける薬剤師モデルは、既存の薬局に、在宅専任薬剤師を新たに配置することを想定している。
1）在宅訪問収支のモデル（月単位）
・収入費用のモデル化
（1）薬剤師モデル

月給50万円とする。（薬剤師の平均年収533万円；平成25年度賃金構造基本統計調査参照）

（標準調剤技術料：調剤基本料41点、基準加算②36点、後発品加算①18点、調剤料３剤189点、在宅患者調剤加算15点：2週間処方）
（2）居宅療養管理指導モデル
①同一建物居住者に行う場合
（居宅療養管理指導352単位＋標準調剤技術料299点）
×2（回／月）×患者数（人）=

1 , 302点×患者数（人）

②同一建物居住者以外に行う場合
（居宅療養管理指導503単位＋標準調剤技術料299点）
×2
（回／月）×患者数（人）=

1 , 604点×患者数（人）

1単位：10円と換算する。
・採算規模の算出
居宅管理指導費モデルで、薬剤師モデルの月給を上回るための患者数は、同一建物住居者以外の者である場合、月に32人、高齢
者住宅など同一建物居住者である場合、39人に相当する。つまり、1日平均4人の患者となる。また、上下町内には、認知症対応型共
同生活介護が18床あるので、これを全て受けることができれば、残りを同一建物住居者以外の者17人を確保すれば、薬剤師モデル
の薬剤師を1名増員することができることになる。ここで目標として示す患者数は、上下町の高齢者数や薬局の在宅への取り組み
状況から可能な数値である。
2）戦略目標の明確化と事業展開
薬剤師による訪問が患者のQOL向上へ結びつけるためには、経営の安定性と経営戦略が必要である。そのためBSCのフレームを
用い、経営の質向上を検討した（表3）。戦略マップでは、定期的な学習と研修から安定した経営という縦の因果関係のシナリオを
表現している。また、それぞれの重要業績指標と目標値を、学習と成長の視点では「ケアカンファレンスへの参加回数を月1回以上」
「外部研修会への参加回数は年1回以上」
「薬剤師満足度評価での満足度は70％」、業務プロセスの視点では「上下地区薬薬連携勉強
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会の開催は4か月に1回」
「医療機関への挨拶は年2回」
「他事業者への挨拶は年2回」
「在宅訪問マニュアル改定回数は年1回以上」
、顧
客の視点では「服薬者としての利用者満足度評価はスコア７以上」
「生活者としての利用者満足度評価はスコア5以上」、財務の視点
では「居宅療養管理指導者数
（同一建物居住者以外の者）は32人」
「居宅療養管理指導者数
（同一建物居住者者）は39人」とした。薬局
を取り巻く環境は、絶えず変化するため、BSCの修正とPDCAサイクルを回すことは必要である。

表3
どⅬ

上下町での事業展開
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【考察】
過疎化と高齢化が進む上下町で、可能な限り住み続けたいとする高齢者は少なくない。わが国では、地域包括ケアシステムの構
築の名の下、その整備が進められているが、果たしてその地域の高齢者に合ったものになっているのだろうか。全国的に介護サービ
ス事業が進み、訪問や通所のサービスが進む中にあっても、上下町では現在・将来の介護状態を鑑み、施設入所を視野に入れた生
活圏域外の事業所を受け入れる高齢者も少なくない。また、町外に居住する子供を頼り、その地域の施設に入所する傾向も見られる。
一方で、地域包括ケアシステムでは、介護施設、高齢者住宅、自宅を住まいとして位置付けているが、上下町の場合、高齢者住宅
の建設、そして介護施設の増床、増築の可能性は乏しい状況にあり、自宅を中心とする在宅医療・居宅サービスと介護施設との連
携がこの地域で暮らす大きな手段となっている。薬物治療に加えて、さまざまな健康リスクを抱える高齢者を考えると、薬剤師と
して在宅生活を支え、地域包括ケアシステムの構築に貢献する期待は大きいものであると考えられる。
現在の在宅医療体制は、実質的には訪問診察、訪問介護、訪問看護でなされている状況にある。日本薬剤師会30）は在宅へ薬剤師が
介入することで飲み残しや飲み忘れの残薬が約400億円
（全体の90 %）
節約できることを報告し、在宅での薬の管理ができていないこ
とを理由に、薬剤師による安心・安全な薬物治療環境を支援することの重要性を主張している。しかし、薬剤師の在宅サービスが
幅広い展開となっていないこと、在宅での薬物治療を生活の一部としてよりは、治療としての比重をかける傾向がある上、薬剤師固
有の役割が明確にされていないこともあり、在宅現場での他職種の違いや必要性が十分理解されていない傾向も存在している。
これに対して本研究では、薬学的管理指導の視点で「薬物治療環境の向上」
「疾病の重症化予防」
「医療費の削減」、生活者の視点
で「生活の質の向上」を整理できたことは、在宅で活動するための薬剤師固有の役割を明確にし、在宅への参画に対し、患者や医療
介護職員とともに薬剤師自身においての活動の在り方が明らかとなることで、在宅参画への推進力となることが示唆される。さら
に、薬剤師の役割として開発した「生活の質の向上」にある「予防活動の動機づけ」
サービス、「定期訪問による安心感」サービスは、
在宅での薬剤師の新たな価値を見出だすことができた。
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表4

服薬作業と生活作業

ᅾᏯ䛷䛾⏕ά
⏕άᶵ⬟

ᨭ䝟
䝍䞊䞁

ᨭ䛸ືᶵ䛵䛡

᭹⸆䜈䛾సᴗ

⏕ά䜈䛾సᴗ

㐠ືᶵ⬟

䠬䠰䠬䚸ศໟ⣬䛛䜙䛾⸆䛾ྲྀ䜚ฟ䛧

⠂䛷䛴䜎䜐

㐠ື䐟

㇋䛿䛣䜃

㐠ືᶵ⬟

⸆䛻䜘䜛㌿ಽண㜵

ཱྀ䜎䛷㐠䜆⫪䚸⭎✵㛫⛣ື

㐠ື䐠

䛔䛝䛔䛝ⓒṓయ᧯䞉∦㊊❧䛱

ᄟୗᶵ⬟

ᄟୗ䞉ㄗᄟᛶ⫵⅖

ᄮ䞉㣧䜏㎸䜐

ᄟୗ䐟

䛛䜏䛛䜏ⓒṓయ᧯䞉ᄟୗయ᧯

ㄆ▱ᶵ⬟

㣧䜏㐣䛞䚸㣧䜏ᛀ䜜

ㄆ▱ᶵ⬟

ㄆ▱䐟

ṧ⸆䜢୍⥴䛻䝉䝑䝖䛩䜛

ᘬ䛝䛣䜒䜚

ྥ⢭⚄⸆䛾᭹⏝㔞

♫ⓗᏙ❧

Ꮩ❧䐟

ᅇἲ䠄䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠅

⏕ά⥲ྜ

᭹⸆సᴗ

⏕άసᴗ

⥲ྜ䐟

䛿䜚⤮䛾సᡂ

「予防活動の動機づけ」サービスとは、服薬指導と関連がある服薬作業の支援を通じて、日常作業を支援し介護予防につなげるも
のである（表4）。伊勢崎31）はADLとQOLの関係の中で食事動作ができる者ほど生活満足度が高いことを示していることから、服薬
作業を支援・動機づけることは、食事作業を継続かつ改善につなげ、QOLの向上へと導くことが期待される。つまり、服薬作業の
支援が服薬アドヒアランスと介護予防につながるため、生活という連続の中で考えると意義深いサービスである。また、「要介護
32）
状態になることをできるだけ防ぐ（遅らせる）こと、すでに要介護状態になっていてもその悪化をできるだけ防ぐ」
という介護予

防の一助として、介護者にもこれらの支援を行うことは、日常生活への介護予防と動機づけに期待できるサービスである。
「定期訪問による安心感」サービスとは、山間部では人口減少と高齢化によるコミュニティの脆弱化が顕在化し、生活としての基
本部分を相談できる相手の不足が社会問題となっていることへのアプローチである。独居高齢者、高齢者世帯が増える中で、歩行
がおぼつかなくなったり、食べていなかったり、認知症がでた時に適切に支援し、救急時の対応、入院入所の判断、日常生活での
意思決定などを行う時に身近にいて相談にのる、また、適正な相手（業者）を紹介する存在が必要となっている。
これらは、生活の基本部分への支援としての意味合いを持ち、地域包括ケア研究会では『「介護」
「医療」
「予防」の専門的なサー
ビスの前提として、
「住まい」と「生活支援・福祉サービス」の整備がある』と表現し33）、辻彼34）は「在宅医療は、高齢者に対して、医
療と介護と心のケアの三つが必要であり、高齢者一人ひとりに三つのケアの調和を図ることが大切である」と指摘しているところ
でもある。
一方、現在の地域包括ケアシステムは、連携の必要性を重視しながらも、医師を頂点とする指揮命令系であり、カンファレンス
はあるものの、その他の職種は、独立した業務を専門的に行っている傾向が強い。よって、本研究での「薬物治療環境の向上」
「疾
病の重症化予防」
「医療費の削減」
「生活の質の向上」
「在宅サービスの推進」
「業務の質の向上」
「高齢者健康コミュニティの構築」
を持って、地域包括ケアシステムに登場することは、患者を全人的な視点で支援することにつながり、さらに、医療−医療、医療
−介護の連携を図ることができ、地域包括ケアシステムの構築に大きな貢献をもたらすことが期待できる。ただ、地域包括ケアシ
ステムの構築に向けて、3点の課題も考えられる。
一つ目に、患者の自己実現への取り組みが挙げられる。
80歳以上の自殺率
（10万人あたり）は26％を超え、その理由の91％が健康問題という報告がある35）。このように、過疎化と人口減
少が進む山間部での在宅療養高齢者は健康に対し大きなストレスを抱えている可能性が大いに考えられる。これは、本人のQOL
低下とともに、限られる資源から提供されるサービスの非効率を生む危険性につながる。V.E.フランクル14）が、「ありようがいつ
終わるかを見通しのつかない人間は、目的をもって生きることができない。」と述べたように、人生をよりよく生きるためには、高
齢者自身が自己実現に向けた取り組みが必要となってくると考えられる。これを馬場園20）は高齢者健康コミュニティの理念の中
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で、高齢者が自分の人生を前向きに肯定して統合することを支援するという言葉を用い、生活への動機づけや生活への自己実現へ
と導くことがQOL向上につながることと示している。しかし、今のところ、わが国で確立されたものとはなっておらず、サービス
提供者への教育をはじめ、多職種で支える体制の構築を検討する必要があると考える。
二つ目に、地域住民の参画への取り組みが挙げられる。
日々の生活の成り立ちは一義的ではないため、“人とのつながり” というアプローチが必要とされる。秋山36）はコミュニティヘル
スという立場で、本人や家族、その周辺を取り巻く人々、専門家ではない人々もケアの担い手として役割に重みを増していること
を示している。また、西岡37）は、地域住民の活動が地域包括ケアの要素となっていることを示すなど地域包括ケアシステムの構築
について地域住民の活力をキーワードとした事例が多く見受けられる。このことは、地域資源の発見33）としてのインフォーマルな
活動にあたり、地域や町内会での人との付き合いで、本人および他者の自律という概念を再構築するための源となるアプローチで
あり、患者が自分を受け入れてくれる空間
（機会）と感じる空間をいかにして作るかであることを示している。つまり、医療介護関
係者として接するのでは、なし得ない支援である地域で支える仕組みを地域包括ケアシステムに取り入れることは、在宅での生活
を維持することにつながるとともに、サービスの質向上と効率化を増幅することになると考える。また、要支援区分の予防支援が
平成27年より自治体の支援事業となることからも、より一層NPOなどの活力を通じた地域包括ケアシステムづくりも必要である
とも考える。
三つ目に、薬剤師のパラダイムシフトへの取り組みが挙げられる。

表5

薬剤師のパラダイムシフト
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現在の薬剤師には、薬学的管理指導の先にあるQOLを見据えた本役割が見えにくい状況がある。さらに、業務の多様化について
の拡張意識が不十分である傾向もある。その背景には、「薬というアイテムを用いて、医師の指示通りに患者が薬を使用できるよ
うにする」
「治療を目的とした薬学的管理指導を遂行することを薬剤師のゴールとする」という考え方が根強いためであると示唆
する。筆者は、表5を作成する中で、医療モデルから生活モデルへと健康概念が転換した1）ように、薬剤師も時代に沿った概念であ
る生活環境を重視した新たなパラダイムへと転移する時期が来ているように感じている。そして、その創出が新たな薬剤師として
の価値を生んでいくため重要な転換期に来ているとも考えている。
今後、多職種との連携を行うことで、地域包括ケアシステムの中での薬剤師の役割が、さらに明らかになってくると考えられる。
そして、それは、地域における在宅医療の「退院支援・日常の療養支援・急変時の対応・看取り」というフォローの中に落しこん
でいくことになり、それら役割の質を向上させる仕組みの検討も今後は必要となってくると考える。
現在、柏市など多くの市町で地域包括ケアシステムによるまちづくりが行われその参考事例が公開されている38）。本研究の取り
組みが、山間部の類似地域において参考となるモデルの一つとなり、少しでも多くの高齢者の自宅での生活が確保されることを期
待するものである。
さらに、本研究により、地域包括ケアシステムの中で、薬剤師が、現在当たり前に行っている業務が、実は、当たり前ではないと
いうことを提示できたことは、今後の薬剤師の在宅サービスに一石を投じるものであるとも考える。
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訪問看護師のための認知症者を有する家庭への支援マニュアルの作成
村田

浩 1）、馬場園

明 2）

Development of a manual to aid visiting nurses
who support individuals with dementia and their families
Yutaka MURATA 1） Akira BABAZONO 2）

【Abstract】
【Purpose】It is necessary to develop a support tool for dyads of those with dementia and their families to enable them to
continue living together at home. Therefore, adopting the framework of occupational health, we intend to create a manual for
the caregiver/care-recipient dyad, to implement an efficient and comprehensive support system led by visiting nurses.
【Methods】We consider a household as a small establishment, including workers with dementia, while the role of visiting nurse
is regarded as that of a safety and health supervisor. Thus, visiting nurses should maintain and develop their business skills
and improve the satisfaction of the workers. Using various reported manuals as reference, we developed a support manual in
accordance with the framework of occupational health.
【Results】This manual was based on five management systems of occupational health and was divided into seven chapters:
1 ) Role of the visiting nurse, 2 ) General management, 3 ) Communication, 4 ) Work environment management, 5 ) Work
management, 6 ) Health management, and 7 ) Care of workersʼ mental health. In Chapter 5 , templates of job descriptions and
care plans for activities of daily living were prepared. In Chapter 7 , behavioral and psychological symptoms of dementia were
classified into six types, for which standard methods were explained.
【Discussion】This manual was created to implement comprehensive support for individuals with dementia and their families.
Using this manual enables expansion of support services offered by visiting nurses without substantially changing the
conventional systems. Further research, such as intervention studies, is necessary to verify the effectiveness and efficiency of
this manual. Additionally, there is a need for developing a training system for visiting nurses.
Key words:dementia, caregivers, visiting nurses, occupational health, support manual

【抄録】
【目的】認知症者が充実した在宅生活を継続するためには、認知症者と介護者双方に対する支援を実施する必要がある。このため、
産業保健の枠組みを採用し、訪問看護師を中心とした効率的かつ包括的な支援体制の構築を目的として、認知症者と介護者双方に
対する支援マニュアルの開発を行うことにした。
【方法】家庭を零細事業所所とみなし、従業員に認知症者がいると考え、訪問看護師の役割を安全・衛生管理者であると定義した。
支援の目的は事業を維持・発展させ、従業員の満足度を向上させることとし、これまでに報告された各種マニュアルを参考にして、
産業保健の枠組みに従って支援マニュアルを開発した。
【結果】産業保健の5管理に基づいて支援マニュアルを作成し、構成は7章とした。章立ては、1）訪問看護師の役割、2）統括管理、3）
コミュニケーション、4）作業環境管理、5）作業管理、6）健康管理、7）メンタルヘルス対策、とした。第5章の作業管理では、職務分
担表とADL（日常生活動作）に対するケアプラン表の雛形を用意した。第7章のメンタルヘルス対策においては、BPSD（認知症の行
動・心理状態）を6種類に分類し、標準的な対応方法を示した。
【考察】認知症者とその家族に対する総合的な支援を行うための支援マニュアルを作成した。このマニュアルを使用する利点は、従
来のシステムを大きく変更することなくサービスの展開が可能なことにある。今後の課題は、本マニュアルを使用して実際に効果
があるかどうか、介入研究を行って検証することである。また、訪問看護師の研修体制を整備する必要もあるだろう。
キーワード：認知症、介護者、訪問看護師、産業保健、支援マニュアル
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【はじめに】
わが国は急速に高齢化しており、平成25年10月1日現在の高齢化率は25 . 1 %、75歳以上の総人口に占める割合は12 . 3 %で、世
界のどの国もこれまで経験したことのない高齢社会を迎えている1）
（平成26年版高齢社会白書）。このため認知症者数も急増して
おり、認知症有病率調査2）
（平成21〜24年度、厚生労働科学研究、朝田教授）では有病率を15％（12〜17）、2010年の認知症者数を
約439万人（350万〜497万）と推計している。平成22年の「日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数3）
（要介護認定データを基に算出）は
280万人であり、平成32年（2020年）には410万人へ増加すると推定されている。（認知症の最大の危険因子は加齢であり、65〜69
歳での有病率は1 . 5 %、以後5歳ごとに倍増し、85歳では27 %に達する。）
厚生労働省は、「認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることができ
る社会」の実現を目指すとし、平成27年1月に認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）4）を公表している。認知症への取り組
みが急務となっているが、認知症者が同じ環境で暮らし続けるための支援サービスはいまだ不十分といえる。限られた財源のな
か、現在の資源を活用しつつ効果的かつ効率的なシステムに変えていくことが求められており、在宅で過ごす認知症者のQOL
（Quality of Life）を維持・向上させる良質な支援サービスの開発が急務となっている。
認知症者が充実した在宅生活を継続するためには、認知症者と介護者双方に対する訓練プログラムを実施する必要がある。訓
練プログラムを行わなければ、認知症者ではADL（日常生活動作）の低下5）,6）やBPSD（認知症の行動・心理状態）の出現をきたし
やすい7）と言われている。介護者では、長期間過度のストレスにさらされて健康状態を悪化させやすいという多くの研究報告が
ある8）。Alzheimerʼ s AssociationのReport（2013年）9）によれば、介護者の61％は高いストレスを感じており、44％が抑うつ状態
にあり、うつ病の罹患率が17％から39％へ上昇するとされている。身体的には、慢性疾患のリスクが上昇し、非介護者に比べて
入院しやすくなり、外来受診が46 %増え、処方薬が70 %以上増える、とされている。したがって、認知症者が充実した在宅生活
を継続するためには、認知症者のみならず、介護者に対する訓練プログラムを実施する必要がある。
しかし、日本国内では訓練効果に対する系統的な介入研究は実施されておらず、適切な支援マニュアルも存在しない。これに
対しアメリカやヨーロッパでは、系統的な介入研究が多数実施されており、それに対応する支援マニュアルも整備されている。
現在は、効果的なプログラムを地域で実施可能かどうか検証する段階にある10）。
アメリカにおいて2002 - 2010年の間に発表された非薬物的介入研究（地域移行のためのRCTが実施されているプロジェクト）
を、表１に示す11 - 20）。ワシントン大学を中心にした取り組みはSeattle Protocolsと呼ばれ、STAR-C 14）、RDAD 15）以外にも様々な
取り組みがなされている。REACHプロジェクト16）は６大学の研究を統合することにより発展しており、現在はREACH-OUT 18）
のような地域で実施可能な方法を模索している段階にある。ヨーロッパではHOPE（Smart Home for Elderly People）21）、
ENABLE（Enabling technologies for persons with dementia）22）、CCE（Connected Care for Elderly Persons Suffering
from Dementia）23）、UP-TECH（UPgrading Quality of Care through the integration of Services and the Use of New
TECHnologies）24）などのプロジェクトが、地域移行に向けた取り組みを行っている。アメリカのプロジェクトが心理療法や運動
療法が主体なのに対し、ヨーロッパではICT（Information and Communication Technologies）を利用したAssistive technology
の開発を進めている点に特徴がある。
これらのプロジェクトの課題は、実施に多くの資源を要するため、研究から実地への移行が難しいことにある。このため、介
入回数を減らしたり、既存サービスを活用したりすることで効率化を図ろうとしているが、今のところ大きな進展はみられてい
ない。また、各プロジェクトは看護学、心理学、リハビリテーション、ソーシャルワーク等の分野毎の理論に基づいて発展して
おり（表１）、基盤となる理論的枠組みがないため、統合することが難しいという弱点も抱えている。認知症者は症状が常に変動
し、医療・介護両面からの学際的な包括的支援が必要となるため、それを支える理論的枠組み作りと、日常的に使用可能で包括
的な支援が行えるマニュアルの開発が急がれている。
また、各プロジェクトで実際の介入方法も異なっており、標準的な介入方法が定まっていないのが現状である。認知症者へ
の 介 入 と し て は、Cognitive Training、ADL Training、Physical activity/Exercise、Sensory Enhancement and Relaxation、
Support and Psychotherapy、Validation、Environmental Modificationsな ど が 行 わ れ て お り25）、介 護 者 へ は、Caregiver
Training and Support、Behavior Management Techniques、Stress Management、Problem-Solving、Respite Care、Case
Managementな ど が 行 わ れ て い る26）,27）。し か し、ど の 介 入 方 法 も 単 独 で は 明 確 な 効 果 は 立 証 さ れ て お ら ず28）、1）MultiComponent、2）Face to Face の介入、3）Dyad（患者、介護者の組）への介入、が有効であることが明らかとなっている29 - 31）。こ
のため、今後の介入研究ではこの3要素を満たす必要があり、本支援マニュアルもこの点を考慮して作成する必要がある。
多くの資源を要さず、対象者全体に対する包括的な支援を行う体系としては、産業保健があげられる。産業保健は学際的な学
問分野であり、本人だけでなく管理者にもアプローチし、事業場全体の安全と健康を守ることを目的としている32）。ILO/WHO

−26−

医療福祉経営マーケティング研究
25 - 36, 2015
第10巻 第1号

合同委員会（1995年）は、労働衛生（産業保健）の定義を1）労働条件に起因する健康危害を予防すること、2）健康に不利な諸条件
から雇用中の労働者を保護すること、3）労働者の生理学的および心理学的特徴に適合する職業環境に労働者を配置し、健康を維
持すること、4）これを要するに「仕事の人間への適合と、人間の仕事への適応を図ること」、としている33）。
つまり、産業保健は従業員と管理者双方にアプローチし、働く人々の能力が十分に発揮できるように職場環境と作業方法を改
善し、身体的、精神的および社会的健康が維持・増進するように支援活動を行っている。この際、安全・衛生管理者を中心とし
て職場巡視を行い、問題点を安全・衛生委員会で議論し、評価と改善のPDCAサイクルを回すことで、多くの資源を要さずに効
率的な改善を図ることを可能にしている34）。
したがって、産業保健の視点から支援マニュアルを作成すれば、多くの資源を要さずに包括的な支援が可能となり、介入方法
としてはMulti-Component→産業保健の５管理、Face to Face の介入→職場巡視によるOJT（On the Job Training）、Dyad（患
者、介護者の組）への介入→衛生委員会を中心とした活動、という考え方で対応が可能になると考えられる。そして、訪問看護
師を安全・衛生管理者と考えれば、訪問看護師を中心とした支援体制を構築し、評価と改善のPDCAサイクルを確立することで、
既存の支援サービスを有効かつ効率的なものへと改善することができると思われる。
そこで、産業保健の枠組みを採用し、訪問看護師を中心とした効率的かつ包括的な支援体制の構築を目的として、認知症者と
介護者双方に対する支援マニュアルの開発を行うことにした。

【目的と作成方法】
1 . 目的
訪問看護師が実際の現場で利用でき、1）家庭内介護の標準化と質の向上、評価と改善のPDCAサイクルの確立、2）認知症者と
介護者のQOLの向上、3）訪問看護師の職務満足度の向上、が可能となるような支援マニュアルを作成する。そして、認知症者と介
護者双方に対する訓練プログラムを簡便に作成できるツールを提供する。
2 . マニュアルの作成方法
理論的枠組みとしては、産業保健の枠組みを採用した。家庭を零細事業所とみなし、従業員に認知症者がいると考え、訪問看護
師は産業保健スタッフ
（安全・衛生管理者を兼ねる）として従業員への支援を行うこととした。支援の目的は「事業（家庭生活）を維
持・発展させ、従業員（家族）の満足度を向上させること」とし、実際の業務は５管理（統括管理、作業環境管理、作業管理、健康管理、
衛生教育）
に従って行ない、メンタルヘルス対策や事業場外資源との連携なども実施するものとした。
これまでに報告された各種マニュアル36 - 43）を参考にし、産業保健の枠組みに従って35）支援マニュアルを作成した。作成したマニュ
アルが実際の現場で使用可能かどうか、訪問看護師3名に1ヶ月間使用してもらい、マニュアルの構成、使いやすさなどに関して調査
を行った。評価項目は、わかりやすさ、正確さ、使いやすさ、探しやすさ、読みやすさの5項目とし、フォーカスグループミーティング
の形式で約1時間議論してもらい、議論を要約してグループの意見とした。この意見を基に、改善可能な箇所の修正を行った。

【結果】
１．マニュアルの作成
産業保健の5管理に基づいて支援マニュアルを作成し、構成としては全部で7章とした。衛生教育については、多くの教材が発表
されているため、今回のマニュアルでは省略した。
第1章は訪問看護師の役割とし、産業保健の枠組みからみた訪問看護師の役割について記述し、産業保健の5管理
（統括管理、作
業環境管理、作業管理、健康管理、衛生教育）について簡略に説明を加えた。
第2章は統括管理とし、ケアプランの作成 → プラン実行の支援 → 結果の評価 → ケアプランの修正というPDCAサイクルを継
続するための手順を示した。また、月一回の職場巡視の方法、衛生委員会（チーム会議）
の開催方法などについても記述した。
第3章はコミュニケーションであり、コミュニケーション障害の特徴について、認知症の重症度別に示した。コミュニケーショ
ン戦略としては、1）言語による会話、2）非言語コミュニケーション（ボディーランゲージ）、3）環境の利用、4）コミュニケーション
ツールの利用、の4項目に分けて説明した。さらに、コミュニケーションの準備と実際におけるコツを列挙し、ライフストーリーと
メモリーブックについても記述した37）,44）。
第4章は作業環境管理とした。認知症者は判断力が低下するので、居心地がよく安全な環境が必要となる。主要な課題は安全の
確保、作業負担の軽減、個人的・社交的事項の3つであり、課題毎に確認すべき項目を示した。必要な項目を簡単にチェクできるよ
うに、チェックリストを用意した。
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表1

アメリカの主要な非薬物的介入研究

第5章は作業管理とし、5 - 1職務分担表の作成と5 - 2 ADLへの支援の2項に分けた。職務分担表の作成については、作業能力に応
じた作業を行うように、家族間の業務分担を見直すための方法を説明した。さらに、衛生委員会
（チーム会議）や家族会議でファシ
リテーター役を務めるための方法についても記述した。ADLへの支援については、作業環境の調整と作業方法の効率化の方法を
説明した。作業方法については、1）日課を確立し、一貫した対応をする、2）課題の複雑さを考慮する、3）課題を実行するのに最も
適した支援方法を考える、4）キューを効果的に使う、の4つに分けて記述した。
45）
の重症度別（4の軽度から7の高度まで）にADL（日常生活動作）に対する個別ケアプラ
FAST（Functional Assessment Staging）
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ンを簡単に作成できるように、雛形となる基本ケアプランを用意した（表2〜5）。ケアプラン表はA 4の見開きとし、現在の対応方
針が一目で分かるようにした。基本項目は介護者の役割、作業環境、作業方法、食事、トイレ、入浴、着替え、余暇活動とした。追
加項目は、口腔ケア、整容、料理、睡眠、運転、医療機関への受診などから、適宜選択できるようにした。さらに、食事、トイレ、入浴、
着替え、余暇活動、口腔ケア、整容、料理、睡眠、運転、医療機関への受診について具体的なヒント集を作成し、その中から選択し
て個別プランに追加できるようにした。
第6章は健康管理とし、6 - 1 認知症者と6 - 2 家族の2項に分けた。認知症者については、規則正しい生活、適切な食事と運動、服薬
管理の方法について説明した。高齢者が陥りやすい便秘、脱水、発熱、慢性疾患の悪化に対する予防法についても説明した。家族
については、規則正しい生活、適切な食事と運動、定期健診・がん検診のスケジュール作成、慢性疾患のコントロールの方法につ
いて説明した。介護者が陥りやすい疲労、腰痛の予防法についても説明した。
第7章はメンタルヘルス対策とし、7 - 1 認知症者への対応と7 - 2 家族への対応の2項に分けた。BPSD（認知症の行動・心理状態）
については、認知症者の興味・関心のベクトル
（ユングの外向性、内向性46））と葛藤に対する対処方法（カレン・ホーナイの攻撃的、
依存的、隔離的47））の2軸により、過敏型
（外向性＋攻撃的）
、依存型
（外向性＋依存的）
、回避型
（外向性＋隔離的）
、回帰型
（内向性＋
攻撃的）、巻き込み型（内向性＋依存的）、閉じこもり型（内向性＋隔離的）の6種類に分類し、標準的な対応方法を説明した。定型的
な対応法で効果がない場合は、行動分析を行って個別プランを作成する手順を示し、徘徊、妄想、興奮などへの具体的な対処方法
についてヒント集を作成した。家族への対応については、認知症に対する家族の偏見を取り除く方法を説明した。さらに、周囲へ
助けを求める方法、サポート・グループの利用方法、ストレス管理、リラクゼーション、うつ状態への対処方法などについても記
述した。
2．マニュアルの評価・修正
わかりやすさについては、写真やイラストが必要、専門用語の説明集や理論的背景の説明などがあると助かる、できれば動画が
欲しい、という意見があった。使いやすさに関しては、基本ケアプラン表は具体的で使いやすいが、個別プランに落とし込むのが
難しいので、事例をあげて具体的に例示して欲しいと全員が希望していた。BPSDでは、2軸の判断基準が漠然としているので明確
にして欲しいという意見があった。探しやすさについては、見出しをもう少し詳しくして欲しい、索引をつけて欲しいという意見
であった。読みやすさでは、具体的な記述が多く、特に読みにくいところはないとのことであった。
以上の意見に基づき、ケアプランの事例を示し、どのように個別プランを作成するのか示すこととした。他の指摘は、今後のマ
ニュアル改訂時に取り入れることとした。

【考察】
産業保健の枠組みを採用し、訪問看護師を中心とした総合的な支援システムを構築できるように、訪問看護師用の支援マニュア
ルを作成した。本研究により、産業保健という一つの理論的枠組みに沿って、認知症者ばかりでなく、その家族に対する総合的な
支援が可能であることが明らかになった。このマニュアルを利用する利点は、従来のシステムを大きく変更することなくサービス
の展開が可能なことにある。現在のシステムは、医療・介護・予防と各分野に分断されているが、サービスを展開していく中で各
分野を統合できるかもしれない。
産業保健における決定権を持つ責任者は、統括安全衛生管理者である。このモデルの場合、責任者は形式的には訪問看護サービ
スの依頼人ということになるが、他の家族が実質的な決定権を持っていることも少なくない。チーム会議を開いて職務分担表を作
成する際に、最終的な決定権者を設定しておくことがシステムを円滑に動かすキーとなる。また、保険者による費用負担の問題も
ある。現在の保険制度では、介護者などへのサービス提供に対する報酬は乏しく、必要性もあまり認知されていない。将来的には、
報酬面での改善が必要となると考えられる。
本マニュアル作成上の工夫としては、作業管理において職務分担表の作成を導入したことと、ADLへの支援において重症度別
の基本ケアプランを作成したことがあげられる。また、BPSD対策において6つのタイプに分類して標準的な対応方法を示したこと
も特徴と言えるだろう。我が国では、竹内孝仁（国際医療福祉大学教授）が3タイプ（葛藤型・回帰型・遊離型）
を提唱しており43）、介
護の現場において広く支持されている。ただし、この分類には1）理論的背景がない、2）分類のための客観的基準がない、3）妥当性
の検証がなされていない、という難点がある。今回の分類は3分類を拡張した形になっており、理論的背景は有しているが、分類基
準が不明瞭で妥当性も不明という点はまったく改善されていない。今後の課題となるだろう。
作成の留意点としては、できるだけ平易な言葉で具体的な記述を行うように心がけた。また、誰でも簡便に使えるように、チェッ
ク表、ケアプラン表など、できるだけ雛形となる書式を準備した。しかし、まだまだ不十分であり、聞き取り調査で明らかになっ
たように、写真やイラストを追加し実際の運用をイメージできるように工夫して、使いやすさや理解しやすさについて改善する必
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要がある。また、認知症に対する薬物療法との連携についても記述して、かかりつけ医等との連携の重要性を強調すべきだろう。
さらに、介護者の能力や特性を評価し、それに応じた支援方法を示すことができれば、マニュアルはさらに効果的なものになるだ
ろう。しかし、介護者の特性に関する研究は少なく、本マニュアルでも介護者に対する個別の配慮はなされていない。介護者の能
力を最大限に引き出すため、将来的にはマニュアルに追加すべきだと考えられる。
今後の課題として最も重要な点は、本マニュアルを使用して実際に効果があるかどうか検証することである。予備研究を行っ
てマニュアルを改訂した上で、介入研究を行って有用性を確かめる必要がある。評価指標を設定し、Delayed Intervention RCT
（Randomized Controlled Trial）を行う予定にしているが、当院のみでは対象者の獲得が不十分となるため、多施設合同での研究
を予定している。
次に問題となる点は、訪問看護師の研修体制である。マニュアルに沿った対応ができるように、訪問看護師の研修を行う必要が
ある。現在すでに認定看護師の研修制度があり、認知症の分野も研修が行われているので、その中に取り入れてもらって実施する
のが一番効率的と考えられる。認定看護師の数が増えてくれば、BPSDへの対応が困難な事例に対して個別に指導できる体制づく
りも可能となるだろう。
最後に、今後ますます増加する単身生活者の問題について検討する。本研究の方法論では介護者がいない場合は対応が難しい。
支援できる家族が遠距離にいる場合は、ICT（Information and Communication Technologies）を有効に活用することで、対処が可
能かもしれない。しかし、まったく身寄りがいない場合は、家庭を職場とみなすフレームワークは適用できない。地域を職場と考
え、地域の事業が維持・発展できるように支援するという新たな理論的枠組みが必要であり、地域の全ての人々を対象とする公衆
衛生看護学を融合させることになるだろう。こう考えると、地域包括支援センターの看護師を中核としてチームを作ることが一番
効率的と考えられるが、現在のマンパワーでは実施は無理であり、早急な対応を迫られていると思われる。また、現在の成年後見
制度においては、財産の保護が主体で身上監護の機能はほとんどないため、成年後見制度の改善も図らなければならないと考えら
れる。
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【はじめに】
我が国は2008年に人口のピークを迎え、人口減少時代に突入しており、人口は急速に減少することが予測されている1）。さらに、
最近の統計によれば日本の出生率は9年ぶりに低下し、地方から東京への人口流入も続いている2）。その結果、地方では人口減少が
進行し、地方の消費回復は大都市圏に比べ遅れているなど、地方経済をめぐる環境は容易ではない状況であり、地方創生への道の
りは厳しいものがある3）。
政府はその対策として、「人口減少・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し政府一体となって取り組み、各地域が
それぞれ特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生できるように」するために、平成26年9月3日、内閣にまち・ひと・しごと創
生本部を設置し、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」を策定した4）。こうした認識に基づき策定される「まち・ひと・しごと
創生基本方針2015」においては、将来にかけて①「人口減少問題の克服」
、②「成長力の確保」を図ることを目指し、
「地方創生の深化」
に取り組んでいくことが基本方針となり、この平成27年6月12日、「ローカル・アベノミクスの実現に向けて〜まち・ひと・しご
と創生基本方針・検討チーム報告書」が発表された5）。
本論では、まず地方創生における日本版CCRCの位置づけ、および背景と現状について説明する。次に、政府の日本版CCRC構想
のモデルとなった米国のシニアコミュニティを紹介する。最後にまち・ひと・しごと創生本部の日本版CCRC有識者会議の中で日
本版CCRC関連の構想・取組の整理のための参考事例として紹介された「日本版CCRC姶良JOYタウン構想」の取り組みと現状に
ついて紹介する6）,7）。

1．地方創生と日本版 CCRC
1 - 1 生涯活躍のまち〜日本版CCRC構想
まち・ひと・しごと地方創生には、図1に示すように、3つの視点と、4つの目標がある。すなわち、地方創生の目標を達成するために、
地方それぞれの人口動向、産業実態を踏まえ、それぞれ特色に応じた「地方版総合戦略」を2015年から2019年度にかけて策定するこ
とになっており、4つの基本目標がある。その内容は、①地方における安定した雇用を創出する、②地方への新しいひとの流れをつく
る、③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、④時代に合った地域をつくり、安全な暮らしを守るとともに、地域と地域
を連携する、である。この基本目標達成の施策の一つに「
『日本版CCRC』の検討、普及」が取り上げられた3）,5）。ちなみに、政策の中で
は、CCRC（Continuing Care Retirement Community）
について、
「米国では高齢者が移り住み、健康時から介護・医療が必要となる
時期まで継続的なケアや生活支援サービス等を受けながら生涯学習や社会活動等に参加するような共同体」と言及されている。日本
版CCRC構想は、4つの目標の一つ「地方への新しいひとの流れをつくる」を実現する施策の中の一つに取り上げられ、地方創生の重
要課題のひとつとして注目をあびてきている。3）

1） 株式会社ＪＯＹ

3） 株式会社CCRC研究所

JOY Corporation

Institute of CCRC Co,Ltd.

〒899-5241 鹿児島県姶良市加治木町木田4714

4） 医療福祉経営マーケティング研究会

4714 Kida, Kajiki-cho, Aira-shi, Kagoshima, 899-5241 Japan Kajikionsen

The Society of Health Care Management and Marketing

Hospital

5） 九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座

2） 医療法人 玉昌会 法人本部

Department of Health Care Administration and Management, Graduate

Medical Corporation GYOKUSHOUKAI

Scholl of Medical Sciences, Kyushu University

〒892-0822 鹿児島市泉町2番3号そうしん本店ビル4F 医療法人 玉昌会 法人本部
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図1

地方創生の3つの視点と4つの目標

さらに、本年６月１日、日本版CCRC構想中間素案が発表され、その中で、日本版CCRC構想が目指すものは、
「東京圏をはじめ
とする高齢者が、自らの希望に応じて地方に移り住み、地域社会において健康でアクティブな生活を送るとともに、医療介護が必
要な時には継続的なケアを受けることができるような地域づくり」としている6）。日本版CCRCと従来の高齢者施設との基本的な
違いについて、次の3点が述べられている。第一に、従来の施設は、高齢者が要介護状態になってからの入所・入居が通例であるの
に対して、日本版CCRCは、高齢者が健康な自立した段階から入居し、できる限り、健康寿命を長くすることを目指している。第二
番目として、従来の施設等では、あくまでもサービスの受け手として「受け身的な存在」であった高齢者が地域の仕事や社会活動、
生涯学習に積極的に参加する「主体的な存在」に位置づけられている。第三番目には、地域社会への開放性であり、本構想では、高
齢者が地域社会に溶け込み、地元住民や子供・若者などの多世代との交流・共働する「オープン型」を目指している。このように
人口減少が進む地方・地域では長年に渡って整備されてきた医療介護サービスが多く存在し、都市圏からの高齢者の移住等により、
それらの医療介護資源の活用や雇用の維持が図られる点で、日本版CCRCの意義は大きい。
日本版CCRC構想の基本提言のポイントについて図2に示す7点があげられており、日本版CCRC構想の入居者の具体像として、
①東京圏をはじめ大都市の高齢者の地方移住者と地方在住で住み替えを希望する高齢者、②健康自立高齢者、③高齢者に限らず幅
広い年齢層、④その他が対象となることを提示している6）。できる限り多くの高齢者が利用できる目安として、本構想では、厚生年
金の標準的な年金額21 . 8万円の高齢者夫婦世帯が入居できる費用モデルを基本としつつ、富裕層も想定した多様なバリエーショ
ンも可能にすると、提示している。
これらを踏まえて、有識者会議が示す7つのほかにプラス４つのポイントとして、A.地域包括ケアの交流拠点の提供、B.予防医
療・健康支援モデルの確立、C.経営の安定性の確保、D.資産も活用した多様な費用モデルの提供が今後の課題になると思われる。
（表1参照）我が国では、いままで予防・健康支援を中心とした自立型住まいがほとんど整備されておらず、団塊の世代が後期高齢
者となる2025年までにそれらを整備し、高齢者の最終ステージにおける生き方の選択肢を増やす意義は大きいものと考える。
表1
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内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局が実施した「日本版CCRCに関する意向等調査」の結果を表2に示す。現時点で、地
方公共団体の11 . 3％の202の自治体が、推進したいという意向を示し、地方総合戦略へ75の自治体が日本版CCRCを盛り込む予定
とのことである。
現在、日本版CCRCは、大型施設を考えるもの、小規模自治体全体で担う街ごとCCRC、大学との連携を中心に考えるもの、予防・
健康を中心とした医療モデル等、様々なモデルが検討されつつあり、それぞれの地域、自治体で地域の資源、特性に合った高齢者
の希望を実現するCCRCの実現を目指している。
1-2

11の参考事例とJOYタウン構想

平成27年6月12日に発表された、「ローカル・アベノミクスの実現に向けて〜まち・ひと・しごと創生基本方針・検討チーム報
告書」の中では、地方経済の実態に言及しており、地域経済活性化、地方創生のために、地方に人材と資金を呼び込むような、生産
性の高い、活力のある産業をそれぞれの地域で再形成していくことが緊急の課題となっている5）。その中で、若者や働き盛りの人
材にとって、地域独自の魅力ある職場を生み出すことによって “ローカル・アベノミクス”（アベノミクス地方戦略）というものを
浸透していく方針であり、ローカル・アベノミクスには具体的な3つの基本戦略がある。すなわち、①
「稼ぐ力」を引き出す（生産性
の高い、活力にあふれた地域経済の構築）、②「地域の総合力」を引き出す（「頑張る地域」へのインセンティブ改革）、③「民の知見」
を引き出す（民間の創意工夫・国家戦略特区の最大活用）である。3つの基本戦略のそれぞれの主要施策は「稼ぐ力」については、日
本版DMOである。ちなみにDMOとは、Destination Management/ Marketing Organizationの略で「さまざまな地域資源を組み合
わせた観光地の一体的なブランドづくり、ウェブ・SNS等を活用した情報発信・プロモーション、効果的なマーケティング、戦略
策定について、
地域が主体となって行う観光地域づくりの推進主体の創設」となっている。
「民の知見」については、
「地方創生特区」
であり、そして「地域の総合力」では、私どもが取り組んでいる日本版CCRC構想の実現となっている5）。
日本版CCRC構想は、いまや地方創生の大きな柱となり、6月に「日本版CCRC構想素案
（概要）」が発表された後、内閣府では有識
者会議を中心にその骨組み、地方での進め方も議論が深耕し、7月3日の第6回日本版CCRC構想有識者会議では、「日本版CCRC関
連の構想・取組を整理するに当たって参考とした事例」が全国から11事例が選ばれた。その11事例を表3に示すが、既に運営が開始
されている先進事例が3箇所、地方版総合戦略に盛り込む予定の地方公共団体の構想が8例となっている。その一つに、鹿児島県姶
良市
（医療法人玉昌会）の私どもが研究を進めてきたJOYタウン構想が取り上げられた7）。

2．米国の２つのシニアコミュニティ
2-1

アクティブシニアコミュニティとCCRC

日本版CCRC構想の日本名称を検討していた有識者会議は8月25日、その名称を「生涯活躍のまち」と定めた8）。「生涯活躍のまち」
構想の定義は、
「東京圏をはじめとする地域の高齢者が、希望に応じ地方や “まちなか” に移り住み、地域住民や多世代と交流しな
がら、健康でアクティブな生活を送り、必要に応じて医療・介護を受けることができるような地域づくり」を目指すものであると
した。政策的には地方移住の流れの推進が主要な意義となっているが、当初の基本構想と比較して、新しい定義には、東京圏から
だけの移住ではなく、地域の移住が追加されたことは、現実的といえる。また、政府は東京圏の50歳代、60歳代の人々を地方移住
してもらおうという方針であるが、これらの人々と医療介護ニーズの高まる75歳以上の高齢者の移住への希望は異なり、それぞれ
の希望に合った移住の仕組みが必要であると考える。
表3

日本版CCRC関連の構想・取組を整理するに当たって参考とした事例
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日本が、「生涯活躍のまち構想」のモデルとしている米国には、二種類のシニアコミュニティが存在する9）,10）。すなわち、55歳以
上から移住し、退職後は好きなことをして人生を楽しむ、アクティブ・リタイアメント・コミュニティ（Active Adult Retirement
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Community）
と地方創生で取り上げられたコンティニューイングケア・リタイアメント・コミュニティCCRCである。アクティブ・
リタイアメント・コミュニティ（以降ＡＲＣと略す）とCCRCの主な違いを表4に示す。ARCのコンセプトは、退職後好きなことを
して人生を楽しむことであるが、CCRCでは、ヘルスケア
（医療・介護）サービスの提供が前提とされ、安心・安全な生活がコンセ
プトとなっている。一般的にARCの対象年齢は55歳から79歳であるが、CCRCは80歳以上である。そして住まいの種類は、ARCが
戸建て住宅中心であるのに対し、CCRCは集合住宅中心である。

表4

ARCとCCRCの違い
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ARCは「55＋コミュニティ」とも呼ばれ、起源は1960年に遡り、不動産会社のデル・ウェブがアリゾナ州の砂漠の真ん中に高齢
者だけが住む人為的な町“サンシティ” を開発したことに始まる11）。サンシティは高齢者が主体となって住む町というコンセプトを
代表した呼び名で、55歳以上の高齢者が住むことができ、現在の人口は38 , 309人である。ARCは戸建ての住宅群に、ゴルフ場、テ
ニス場、ボウリング場、スポーツ公園のほか、病院、協会、図書館、ショッピングセンターなど一つの町としての機能が整えられて
いる。ここではそれらの施設で働く若者に交じって住んでいる高齢者も働いている。近隣にはアリゾナ州立大学があり講義を受講
でき、生涯学ぶ環境も整っている。デル・ウェブはこうした高齢者の町を全米各地に8カ所建設した。ARCには、生活支援、医療介
護サービスはなく、不動産中心の事業といえる。

表5

米国のARCの多い州（上位10州）

ᕞྡ

㻭㻭㻾㻯ᩘ

䝣䝻䝸䝎ᕞ

ᡞᩘ㻛䠍䠝䠝䠮䠟୰
㻟
㻠

䠍

㻞

㻞㻡㻟

㻡㻢㻘㻞㻢㻤

㻝㻜㻘㻜㻜㻡

㻝㻜㻘㻜㻜㻜

㻥㻘㻡㻜㻜

㻤㻘㻡㻜㻤

㻞 䝙䝳䞊䝆䝱䞊䝆䞊ᕞ

㻞㻜㻡

㻝㻜㻘㻢㻟㻢

㻟㻘㻝㻢㻥

㻞㻘㻠㻟㻟

㻞㻘㻟㻜㻟

㻞㻘㻞㻡㻡

㻟

䝨䞁䝅䝹䝞䝙䜰ᕞ

㻝㻝㻠

㻝㻘㻣㻞㻜

㻢㻣㻡

㻢㻣㻞

㻢㻠㻢

㻡㻞㻜

㻠

䜹䝸䝣䜷䝹䝙䜰ᕞ

㻝㻝㻜

㻝㻞㻘㻣㻟㻢

㻢㻘㻣㻤㻟

㻢㻘㻢㻣㻤

㻢㻘㻢㻜㻤

㻠㻘㻥㻠㻥

㻡

䜰䝸䝌䝘ᕞ

㻤㻤

㻞㻣㻘㻠㻥㻞

㻝㻢㻘㻥㻜㻜

㻝㻟㻘㻞㻜㻜

㻥㻘㻤㻜㻞

㻣㻘㻞㻜㻜

㻢

䝜䞊䝇䜹䝻䝷䜲䝘ᕞ

㻡㻢

㻤㻘㻜㻜㻜

㻡㻘㻜㻜㻜

㻟㻘㻠㻜㻜

㻟㻘㻜㻜㻜

㻞㻘㻜㻜㻜

㻣

䝞䞊䝆䝙䜰ᕞ

㻡㻡

㻟㻘㻞㻡㻜

㻝㻘㻤㻢㻟

㻝㻘㻤㻜㻜

㻝㻘㻠㻡㻜

㻝㻘㻠㻜㻜

㻤

䜲䝸䝜䜲ᕞ

㻠㻝

㻡㻘㻠㻤㻥

㻞㻘㻜㻥㻣

㻞㻘㻜㻜㻜

㻝㻘㻞㻥㻣

㻝㻘㻝㻝㻟

㻠㻜

㻤㻘㻞㻜㻜

㻠㻘㻤㻜㻜

㻠㻘㻞㻣㻤

㻟㻘㻠㻜㻜

㻝㻘㻤㻜㻜

㻟㻥

㻞㻘㻢㻜㻜

㻝㻘㻡㻜㻜

㻝㻘㻞㻜㻜

㻝㻘㻜㻜㻜

㻣㻜㻝

㻝

㻥 䝃䜴䝇䜹䝻䝷䜲䝘ᕞ
㻝㻜

䝙䝳䞊䝶䞊䜽ᕞ

㻡

ARCは、現在全米に1 , 332カ所あり、約80万戸の戸建て住宅がある。表5に全米でARCの多い州を10位まで整理した12）。ARCが一
番多いのはフロリダ州で253カ所、
その中でも一番大きい規模のARCは56 , 268の戸建て住宅がある “The Villages”
（1978年から開発）
である。二番目がニューヨークに隣接するニュージャージー州で205カ所であり、例えばニューヨークで働くホワイトカラーの定
年後の移住先として多くのARCが存在しているのではないかと推測される。3番目に多いのが、CCRCが全米で一番多く整備され
ているペンシルバニア州でARCが114カ所ある。次にカリフォルニア州が4番目で110カ所、そしてARC発祥のアリゾナ州は5番目
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で88カ所が整備されている。ARCのコミュニティの規模は、表2に示すように5万世帯以上の巨大なものから、50世帯程度の小さな
ものまで多様なARCがあり、平均規模は約600世帯である12）。
図2に示すように、米国の高齢者コミュニティへの地方移住は二段階である。第一段階は、主に60歳代で自宅からARCに移り住
み、ゴルフ、釣り、山登り、または娯楽、学習を楽しみながら、夫婦で人生を楽しむものである。一方、第二段階目は加齢と共に配
偶者の死別、健康状態の悪化などにより、生活支援、介護が必要になった80歳代前後でCCRCに移住する二種類である。米国の二
種類の高齢者コミュニティには戸建て住宅、集合住宅など多種多様な自立型住まい（Independent Living ）
が整備されている。
一方、我が国は “自立型住まい” という意識、コンセプトがなく、自立型住まいが殆ど整備されていないのが現状である13）。その
ような中で、東京圏の高齢化の受け皿として、「生涯活躍のまち（日本版CCRC）」構想が推進されており、50歳代、60歳代、80歳代
の地方移住が課題となっているが、50歳代の人の地方移住と、80歳代のものとは目的、希望が異なっており、日本版CCRCを開発
構築していく中では、米国のCCRCとともにARC（55 +コミュニティ）も研究、参考にしていく必要があると考える。
2−2

CCRCの特色

我が国には、夫婦のつれあいに先立たれて毎日の生活が何かと不安・不便になったとか、足腰が悪くなり家の中は段差が多く、
転倒・骨折するのが心配とか、もの忘れが多くなり、認知症になるのが不安、といった人々が必要なサービスを受けて、自立支援
を受けて生活できる住まいのシステムが殆どない。そのため、病気や障害をもつようになると、住み慣れた地域を離れて、病院や
施設で暮らすことになる。
高齢者が病気や障害により、病院や施設に移動し入院・入所することによって、“トランスファーショック” が起こることが知ら
れている。トランスファーショックとは「適応能力が低下した高齢者の環境が大きく変化すると精神的な落ち込みが起こる現象」
である13）。そのため、活動が低下し、認知症が進行したり、孤独に苛まれて悲しむことになったりする3）。
アメリカには、高齢者の自立と尊厳を守り、継続したケアを提供することを重要な運営方針とし、予防・医療・介護サービス
を統合した包括的なサービスを提供し、高齢者が自立して、健康に、楽しく、快適に暮らせるCCRC（Continuing Care Retirement
Community）という「自立型住まい」を中心とした総合的なサービスを提供するシステムがある13）。CCRCを直訳すると、
「継続し
た生活支援・健康支援・医療・介護サービスを提供する高齢者の生活共同体」となる。体力や記憶力が衰えていく高齢者に対し、
同じ場所で、最期まで継続したケアが提供できるCCRCは高齢者が環境を変える必要がなくなるので、トランスファーショックを
防ぐことができ、日本でも必要なシステムである。
CCRCは、1900年には宗教系のものを中心におよそ、20ヶ所しかなかったそうであるが、1970年代から急速に増え始め、その後
アメリカ中に普及し、2007年には、全米に1 , 861ヶ所、74万5000人が居住していると報告されている。CCRCは、広いキャンパスに
住宅や各種サービス施設が点在する郊外型から、市街地のビルの中にある都市型までさまざまな形態がある14）,15）。
図3に示すように、CCRCには「自立型」
、「支援型」
、
「介護型」の3種理の住まいがある13）。そして、3種類の住まいでは、それぞれ
のニーズに応じて、ハード、ソフトが、尊厳の遵守、自立支援を目標に設計されています。居室の広さは、平均的に「自立型」
（1寝
室タイプ）が65 . 1㎡、「自立型」
（1ルームタイプ）が41 . 9㎡

、
「支援型」が30 . 5㎡、「介護型」が、22 . 3㎡となっている。CCRCの平均

規模は「自立型」
215室、「支援型」47室、
「介護型」77室、計339室となっている16）。
CCRCのソフト・サービスについては、図4に示すように老化していくニーズに応じて、認知症予防、医療サービス、生活支援、
介護支援などが総合的に提供されている13）。すなわち、入居者は、自立して生活できる段階から、特別な看護・介護サービスが必
要な段階、そして人生の終末まで同じコミュニティ内で生活できる。
CCRCの入居者は、住まいとサービスの提供を受けるために、入居一時金と月々の利用料を支払う。入居一時金、月々利用料金
は、医療・介護サービスの利用方式によって異なる。一般にCCRCでは、居室費用は一時金で支払い、住み慣れた家を売却して、そ
の資金を入居一時金にあてられる。そして、退去後は入居一時金が返還される仕組みが整っており、このためアメリカでは、多く
の高齢者がCCRCに入居でき、一時金返還システムはCCRCが普及している大きな理由の一つだと思います。
CCRCに入居する時点の平均年齢については、「自立型」が79歳、
「支援型」が85歳、「介護型」が84歳となっている。また、自立型
住まいには、79歳から86歳までおよそ7年間生活するのが平均的な姿である。男女比については、「自立型」では女性が70％、男性
が30％となっており、
「支援型」、「介護型」の男女比は「自立型」に比べて女性が多く、約77％となっている16）。
わが国はこれから団塊の世代が後期高齢者となる2025年を目標に、地域包括ケアシステムの構築を、医療・介護・福祉が一体と
なって実現していくことを目指している17）。一方、その実現のための医療・介護資源、および財政資源は限られており、それらの
限られた資源をいかに効果的、効率的に活用していくかが、わが国の大きな課題となってきている。高齢者の老化につれて変化し
ていくニーズに対して、尊厳を守り、最期まで自立支援する様々なサービスを提供する仕組みを持つCCRCモデルは、日本でも高
齢者の生活の質、人生の質の向上に大きく貢献するものと思われる。
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図3

CCRCの3種類の住まい

図4

CCRCのハードとソフト

CCRCの導入効果と日本版CCRCの意義

米国は、日本のように、皆保険医療・介護制度がない中で、人生の最終ステージにおける医療介護
（ロングタームケア）
、および最
終ステージの生き方を自己責任に任せられており、一方、皆保険制度を維持する日本においても、社会保障制度改革が進行する中で、
これからは自己責任によって、自分の最終ステージの生き方を自己決定していく必要がある。すなわち、日本は超少子高齢化が加速
していく中で、社会保障費の増加を抑制する方向で、医療介護の自己負担の割合は高くなること、また年金の支給も削減されていく
ことを考えれば、日本においても、自分の健康、最期の生き方はそれぞれが責任を持つ時代に移行していくものと推察される。
そのような中、医療・介護の心配のない環境で、できる限り自立支援できる仕組みを整備し、豊かで楽しい生活をサポートする
日本版CCRCの開発は、わが国とって重要な課題である。また、政府は、東京都市圏からの移住を日本版CCRCの第一の目標に掲げ
ているが、日本版CCRCの構築はそれ以上の意義があると考える。すなわち、図5に示すように、日本版CCRCは、厚労省が2025年
の構築を目指している「地域包括ケアシステム」の拠点を整備していくことに繋がると考える17）。すなわち、日本版CCRCをその拠
点にすることにより、なかなか整備が進まない、予防健康プログラムの開発、24時間定期巡回・随時対応型訪問サービス（介護・
看護）の構築が可能になる。その結果として、地域の要介護率が低減することが可能になり、介護費用、医療費の適正化が図れるこ
とになる。例えば、健康予防プログラムが充実している、埼玉県和光市の要介護認定率は9％強である18）。一方、福岡県では、要介
護認定率が25％を超えている地域もあり、そこで、日本版CCRCを中心に、健康予防、24時間の在宅介護・看護サービス体制が整
備されれば、要介護認定率を低減でき、多くの自立支援が可能になるのではないかと思われる。このように、日本版CCRCと地域
包括ケアシステムを両輪で構築していくことで、日本への波及効果は甚大なものがあると考える。
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図5

日本版CCRCの意義と波及効果

3．姶良 JOY タウン構想
玉昌会グループの
「日本版CCRC姶良JOYタウン構想」は、医療法人が病院の移転（建て替え）と併せた一体的な整備によるCCRC
㸲㸬ጸⰋ
-2< ࢱ࢘ࣥᵓ
の実現可能性を検討するものであり、姶良市における地域包括ケアシステムを基盤とした「コンパクトシティ姶良」の構築に協
力していくことを目的としている。日本版CCRCについて、玉昌会グループは、九州大学の医療福祉経営マーケティング研究会と
2008年から共同研究を続けてきた19）,20）。そして構想の方向性を「高齢者医療ケアの未来〜加治木しあわせの杜・高齢者健康コミュ
ニティCCRC構想」というテーマで、医療福祉経営マーケティング研究
（第4巻第1号、2009年）で発表した。その中で「CCRCとは継
続したヘルスケア
（医療、予防、介護）を提供するという福祉哲学に基づいて、住宅と医療と介護に、アメニティサービスを総合的
におこない、高齢者の新しいライフスタイルを提供するものであるとしている。すなわちCCRCは、高齢者の自立と健康ニーズに
対応することにより、人生の最終ステージをいきいきと、豊かに過ごすことにより、医療コスト、介護コストを最適化するモデル
として実績をあげている。このモデルを介護型療養病床の事業転換に活用していく。」と述べている。それから7年が経過し、地方
創生の主要施策としてCCRCが注目され、医療法人玉昌会は、新たな視点を加え、日本版CCRC姶良JOYタウン構想としてビジョン、
コンセプトをまとめ直した。その内容が内閣府のまち・ひと・しごと創生本部のホームページの有識者会議資料としてアップさ
れた資料を図6に、イメージおよび敷地計画を図7に示す。
厚生労働省は、本年7月30日に日本人の平均寿命
（2014年）を公表し、男性が80 . 50歳、女性が86 . 83歳となり、男性の平均寿命が80
歳を超えるのは、2013年からで2年目となり、最近では、健康寿命を延ばすことの重要性を強調している2）。健康寿命とは、寿命を
全うする間、どれだけ健康な期間があるかという年齢であり、寿命から介護
（自立した生活ができない）の年数を引いた年である。
平成22年の「健康日本21」の資料によると男性の平均寿命が79 . 55歳であるのに対し、健康寿命は70 . 42歳、女性は平均寿命86 . 30歳
であるのに対して73 . 62歳であった。
米国CCRCの理念は、健康寿命を伸ばし、QOLの高い、自立し継続した生活を提供することである。従って、日本版CCRCの目的
も「地方移住」だけではなく、移住した高齢者に自立した段階から健康予防、医療と介護の心配のない環境を提供されることによ
り、一人ひとりの人生の継続性を尊重し、自立支援に最大の関心を払うことにより、健康寿命を延ばし、豊かな人生を送ってもら
うことを考えていくことが重要である。
加治木温泉病院は、鹿児島県姶良市に所在する一般病床、回復期リハ病棟、医療療養病床、介護療養病床をもつ350床のケアミック
ス医療であるが、今年7月に一般病床を地域包括ケア病床に転換し、姶良市の地域包括ケアシステムの構築に寄与していく体制を強
化した21）。研究を開始した2008年当時の医療の課題は、介護療養病床の廃止に伴う病床の転換であり、医療と介護を一体的に提供し、
医療コスト、介護コストを最適化していくモデルを介護療養病床の事業転換に活用していく将来構想を模索してきた。しかし、社会
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保障改革が進むなかで、医療・介護政策が「病院完結型」から地域全体で支える「地域完結型」へ移行し、
さらに2010年には地域ごとに、
医療・介護・予防に加え、継続的に生活支援サービスや住まいも提供される地域包括ケアシステムの構築が提唱され、医療介護のパ
ラダイムシフトが起こった（図8参照）
。これらを鑑み、JOYタウン構想は医療･介護に加え、健康予防、多世代交流、そして東京圏から
の地方移住を加えた地方創生を基軸に構想を見直す必要があり、計画を日本版CCRC姶良JOYタウン構想として再構築した。

図6

日本版CCRC姶良JOYタウン構想

図7

JOYタウンの敷地利用計画
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JOYタウンの立地条件は、厚生年金福祉施設サンピアあいらの建物跡地
（約12 , 000坪）を活用するものであり、本構想は、姶良市
のコンパクトシティ構築に寄与すると共に、
「住まい」、「医療」
、「介護」
、「健康予防」
、「教育」を総合的に提供し、東京圏および
地域からの「移住」の受け皿となることを目的とする。多世代の新たな住まい、人生のあり方という観点から、①希望に満ちた暮ら
しができる環境、②歳を重ねる事にワクワクできる環境、③可能な限り主体的に人生を送れる環境が、活気を生み出し、定住、交
流人口の増加へと流れに変化を起こせるのではないか、と考える。元気な人から医療介護が必要な人をも含む全ての人々が、自分
の人生を堂々と歩み、その人らしい尊厳を持てる場を提供するなど、JOYタウン構想には、多くの想いと願いが込められている。
もし、JOYタウン内で病気になっても近隣の医療機関が連携し、介護サービスが必要になってもJOYタウン内の介護施設、在宅
サービスを活用し、住み慣れた場所で、人生の最期まで生活を継続できるように地域包括ケアシステムの拠点環境を整備していく
ものである。
さらに、JOYタウン構想の未来へのコンセプトとして、
「ヒューマンライフライン」という概念を考えている。ライフラインは、
エネルギー、水、交通、情報など生活に必須なインフラ設備を表す言葉であるが、ヒューマンライフラインとは、地域の小児から
高齢者の多世代の方々や障害を持つ方々への、医療、予防、介護、福祉、住まい、教育、生きがい、就業の機会を総合的にサポートし、
人生を豊かに暮らすための希望、夢までも含むコンセプトとして実現していきたいと考えている。

図8

加治木温泉病院の病棟構成の推移と未来
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おわりに〜JOYタウン構想の実現に向けて
JOYタウン構想は、
加治木温泉病院の新築移転を軸に検討してきたが、思うようなスケジュールで進まなかった原因として、こ
࠾ࢃࡾ㹼
ࢱ࢘ࣥᵓࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚
の間、3年に一度の介護報酬改定が2009年から3回、2年に一度の診療報酬改定が2010年から3回あり、さらに2010年には、地域包括
ケアシステムの構築が提唱され、政策制度の変化が大きく影響したためである。さらに、2014年から地域医療構想
（ビジョン）の中
で、病床機能報告制度が始まり、今後10年間で20万床を削減する案と在宅での医療・介護体制30万人目標が提案された22）,23）。鹿児
島県は全国で一番の病床削減数で1万7百床
（現状の35％）削減が示された。このような時代と政策の変化の中で、JOYタウン構想の
枠組みは方向性が定めにくく、事業収支が組めない現状があったからである。
しかしながら、この度の政府の日本版CCRC構想の後押しもあり、本計画は日本版CCRC姶良JOYタウン構築の実現に向けて動
き出す契機となったといえる。9月には、米国現地でのCCRCの視察研修も終え、これからJOYタウンを実現するための6つの要素
が整理できたといえる。すなわち、①明確な理念の構築、②住いとしての3種類の住まいの検討、③4つのプログラムの構築、④経
営主体の検討、⑤経営システムの構築、⑥経済的負担の軽減策である。この6つの視点を通して、入居対象者のセグメントの分類、
対象シニアの絞り込み、およびJOYタウンの優位性を踏まえたマーケティング手法により、3種類の住まいの数、広さ、仕様、料金
体系、サービスの内容等について、産学官で検討を重ね、工程表とKPIを決めてJOYタウン構想の実現に向けた取り組みを推進す
ると共に、前述した人生のライフライン〜ヒューマンライフラインの構築、実現にむけて、計画を進めていきたいと考える。
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鹿児島姶良地区ケアミックス病院での地域包括ケア病棟取得に向けての取り組み
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A strategy to acquire the certificate of the community-based care ward in the
mixed-care hospital in Aira City, Kagoshima Prefecture
Masayuki NAKAMURA 1）2） Junko WATANABE 1）2） Shoko TOGO 1） Naoko YAMAMOTO 1）
Kouichi OGAWA 2） Shinichi SAKAMOTO 1） Yuichi KOMINATO 1）2） Hirotada SAKUMA 1）2）
Masachika TAKATA 1）2） Masayuki KUBOTA 3）4） Akira BABAZONO 4）5）

1 はじめに
加治木温泉病院は鹿児島県姶良市に所在する地域包括ケア病棟，回復期リハ病棟，医療療養病棟，介護療養病棟をもつ350床の
ケアミックス病院である1）,2）。また近隣には複数の在宅施設を有し，回復期リハから在宅までのシームレスなケアを整備する地域
包括ケアシステムの構築に取り組んで来た3）,4）。
2014年度診療報酬改定に伴い，姶良・霧島地区の急性期病院での治療後の回復期リハから在宅までのケアを担うために，在宅復
帰強化加算病棟取得や回復期リハ病棟入院料1の施設基準を取得した。しかしながら，この診療報酬改定では病床数の削減が目的
とされており，他医療機関と同様に入院稼働率を維持することが難しくなっている。とりわけ，一般病棟60床の稼働率低下が著し
く，病床再編をしなければ目標稼働率を達成することができないと考えた。そのため，本研究では，病棟のベッドコントロールの
あり方を見直し，入退院支援チームとして入院患者確保のために活動したので，その内容について報告する。

2014年度診療報酬改定について
2014年度診療報酬改定では，基本方針の重点課題として，
「医療機関の機能分化・強化と連携，在宅医療の充実等」が焦点とな
り，急性期病棟の絞り込みや地域包括ケア病棟入院料の新設など，病床の機能分化と連携の強化へ向けた施策が数多く盛り込まれ
た5）6）7）。その中でも今回の改定の大きな変化の一つが「在宅復帰率」である。一般病棟7対1入院基本料の施設基準には，自宅等退院患
者割合75％以上という高い数字が課せられた。そこでの「自宅等」の定義として，介護老人保健施設に関しては，在宅強化型または在
宅復帰・在宅療養支援機能加算届出施設に限定された。また，療養病棟では，在宅復帰機能強化加算届出病棟に限定された。しかも，
在宅復帰機能強化加算の施設基準にも，在宅復帰率
（50％）が課された。つまり，急性期の7対1病棟から，病棟，施設を経ながら，最終
5）
的には「在宅」に収束させるための制度設計になっていることになる（図１参照）
。

今回の改定のもうひとつの大きな特徴が，急性期後や回復期の機能を担う病床として，地域包括ケア病棟入院料，地域包括ケア入
院医療管理料が新設されたことである6）。地域包括ケア病棟の施設基準としては，疾患別リハまたはがん患者リハの届出，看護配置
13対1以上，専従の常勤理学療法士，常勤作業療法士または常勤言語聴覚士1人以上，および専任の在宅復帰支援担当者1人以上の配
置，一般病棟用の重症度，医療・看護必要度A項目1点以上の患者10％以上，
「在宅療養支援病院」
「在宅療養後方支援病院として年
3件以上の在宅患者の受入実績」
「二次救急医療施設」
「救急告示病院」のいずれか，データ提出加算の届出，リハビリ1日平均2単位以

1） 医療法人 玉昌会 加治木温泉病院

3） 株式会社CCRC研究所

Medical Corporation GYOKUSHOUKAI Kajikionsen Hospital

Institute of CCRC Co,Ltd.

〒899‑5241 鹿児島県姶良市加治木町木田4714

4） 医療福祉経営マーケティング研究会

4714 Kida, Kajiki-cho, Aira-shi, Kagoshima, 899-5241 Japan Kajikionsen

The Society of Health Care Management and Marketing

Hospital

5） 九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座
Department of Health Care Administration and Management,
Graduate Scholl of Medical Sciences, Kyushu University

2） 医療法人 玉昌会 法人本部
Medical Corporation GYOKUSHOUKAI
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Japan Medical Corporation GYOKUSHOUKAI
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上提供などの厳しい条件が課せられた7）。

図1

2014年度診療報酬改定概要


2 対策前の現状
昨年度はチーム医療の取り組みを行い，2つの療養病床を在宅復帰機能強化加算病棟に病床再編成し，急性期病院からの患者の受

ᑐ⟇๓ࡢ⌧≧
け入れをスムーズにするために入退院支援チームを立ち上げ，2014年9月までに入院患者目標300床を達成した8）。しかしながら，その
後入院患者数が思うように伸びず，2015年3月末には286床まで減少してしまった。

図2

入院患者数の推移

310
305
300
295
290
ධ㝔ᝈ⪅ᩘ

285
280
275

−48−

医療福祉経営マーケティング研究
47 - 58, 2015
第10巻 第1号

この原因を病床別に検討したが，図3で示すように，当院の療養型病床3病棟と介護療養型病棟を合わせた236床に対しては，94 . 7％
から97 . 9％と高い稼働率で推移していた。
図3

その他の療養病床+介護病棟の入院患者数の推移
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そして，当院で稼働率の低い病棟は一般病棟と回復期リハビリ病棟であったが，特に一般病棟の稼働については，2014年9月末で
42床に対して，2015年3月末には22床まで減少していた。

図4

一般病棟と回復期リハ病棟の入院患者数の推移
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回復期リハ病棟の入院患者数が増えない原因としては，急性期病院からの回復期リハビリ病棟対象患者の紹介患者数が少ない
ことが原因となっていた。そこで，当院は2015年1月に姶良・伊佐2次医療圏では最も早く，回復期リハビリ入院料1の施設基準を
取得し，近隣の回復期リハビリ病棟との差別化を図る方針をとっている。すなわち，今後急性期病院への訪問などを密に行い，回
復期リハビリの質の高さをアピールするなど，紹介患者を増やすための取り組みが進行中である。一方，今までの一般病棟入院患
者数が減少している原因としては，急性期病院では在宅復帰率の向上が診療報酬改定で課されているために，急性期病院からの紹
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介患者が減ってきていることに加えて，一般病棟の在院日数24日を維持するために，在院日数が短くなり，ベッド稼働率が低下して
いることであった。

3 対策
ᑐ⟇
今回，この現状を改善するために，これまでの一般病棟を地域包括ケア病棟へ病床再編成することを表1の転換シミュレーショ
ンより検討した。一般病棟を地域包括ケア病棟に転換することで，在院日数が24日から60日へと長くすることができ，ベッド稼働
率を改善することが可能となることが明らかとなった。
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また，地域包括ケア病棟には，地域包括ケア病棟入院料
（入院医療管理料）
1と2の2種類があり，診療報酬の高い入院料1では，在
宅復帰率70 %をクリアする必要がある。3月末の段階では，直近6ヶ月の在宅復帰率が60 . 0％であり，今後この在宅復帰率を70 %ま
で上げて，地域包括ケア病棟入院料
（入院医療管理料）
1を取得するためには，毎月最低でも50名近い患者を退院させ，しかもその
うち40名程度を在宅に復帰させなければならない。さらに，単月在宅復帰率を80 %程度の高い状況で3ヶ月維持しないと70％まで
上がらない。そこで今回，5月に地域包括ケア病棟入院料2を取得した後，7月に地域包括ケア病棟入院料1を取得するために，在宅
復帰率を改善するためのベッドコントロールを行った。
図5

地域包括ケアを支援する病棟の評価
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（1）ベッドコントロール管理表作成
今回，地域包括ケア病棟のベッドコントロールを行う上で，管理表を作成した（図6参照）。この管理表には患者を管理していく
上で必要な情報をすべて入力できるようにし，特に医療区分や要介護度，認知度，退院レベルを記入する欄を作成することで，他
の病棟へ転棟した際の医療区分割合や要介護度を計算できるようにした。また，毎日の退院数で直近6ヶ月の在宅復帰率がわかる
ような表を作成した。
図6
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（2）在宅復帰率を考慮した入退院の調整
在宅復帰率を上げるためには，地域包括ケア病棟での在院日数60日で自宅や施設などの在宅へ退院できない患者への対策が必
要となっている。在宅復帰率の計算式では，在宅復帰強化加算を取得している療養病棟への転棟でも分子の数にカウントできる。
そこで，当院の療養型病床で在宅復帰強化加算を取得している2病棟を使い，在宅復帰強化加算病棟へ転床転棟させることで，地
域包括ケア病棟での高い在宅復帰率を維持することにした。そして，在宅復帰強化加算病棟を維持していくためには，医療区分2，
3の割合が80％以上，直近6ヶ月の在宅復帰率が50 %以上でなくてはならず，在宅復帰強化加算病棟の基準を維持できない患者につ
いては，療養病棟入院基本料2である3階西病棟へ転棟させることにした（図7参照）。
図7

入退院の流れ

λᡚᨈƷ්ǕųǤȡȸǸ
7䠖
䠖1ᅾ
ᅾᏯᖐඛ
䝃䝤䜰䜻䝳䞊䝖ᶵ⬟ᙉ

イメージ図
*ોᚖ

⋢ᫀ
ᅾᏯ䝃䞊䝡䝇
ᴗ㒊䞉䠦䠫䠵

䠓䠖䠍㧗ᗘᛴᛶᮇ

ᅇᮇ

ஊ૰ᎊʴțȸȠ
ᙹݱٶೞᏡ
᳁᳂

䠄ᅾᏯᖐ⋡75䠂
䠂䠅

5ྡ
ྡ

19э
э24ྡ
ྡ

3༡
༡䠄54ᗋ
ᗋ䠅

2す
す䠄60ᗋ
ᗋ䠅

ᅇᮇ䠍

ᆅᇦໟᣓ䠍

䠄ᅾᏯᖐ⋡70䠂
䠂䠅

䠄ᅾ
ᅾᏯᖐ⋡70䠂
䠂䠅

ᬗ㈗

9э
э14ྡ
ྡ
ஓީטᲢཎᲣ

2ᮾ
ᮾ䠄59ᗋ
ᗋ䠅

2༡
༡䠄60ᗋ
ᗋ䠅

㏱ᯒ䞉ᅾᏯᙉᆺ

ᅾᏯᙉᆺ

䠄ᅾᏯᖐ⋡50䠂
䠂䠅

䠄ᅾᏯᖐ⋡50䠂
䠂䠅

3ᮾ
ᮾ䠄57ᗋ
ᗋ䠅
ㆤ
ᛴᛶᮇ䞉⒪㣴䞉⢭⚄

3す
す䠄60ᗋ
ᗋ䠅

5ྡ
ྡ

⒪㣴䠎

ᱴᧉƷᲢ᠉ᎊᲣ
ǷȫȐȸǿǦȳᲢᎊͤᲣ g

ຍᮌ

Ἠ㝔
䝫䝇䝖䜰䜻䝳䞊䝖ᶵ⬟ᙉ

҄ࢍܡנᎊͤ
ǵ᭗˰
䞉ᆅᇦໟᣓ䛛䜙䛿䕿
䞉ᅾᏯᖐᙉᆺ䛛䜙䛿㽢

⮬Ꮿ

䜽䝸䝙䝑䜽

ㆤタ

9э
э14ྡ
ྡ

5э
э8ྡ
ྡ
ɟᑍႎƳλᨈ

Ჴྙ࠙ࣄܡנλᨈ

ྙ࠙ࣄܡנᡚᨈέ

ᨈϋ᠃࠙ࣄܡנ

5 結果
地域包括ケア病棟1のベッド稼働は2015年3月末では22床であったが，4月末には32床，5月末には43床，6月末には46床と増えて
きた。7月からも40床以上を推移して維持できるようになった（図8参照）。
また，地域包括ケア病棟入院料（入院医療管理料）１取得に必要な直近6ヶ月平均在宅復帰率は70％であるが，3月末の時点では
60 %であった復帰率が，4月末には64 . 8 %（単月在宅復帰率：90 . 3％），5月末には65 . 8 %（単月在宅復帰率：80 . 6％），6月末には
71 . 9 %（単月在宅復帰率：92 . 0％）と上昇しており，7月からは，地域包括ケア病棟入院料（入院医療管理料）１を取得することがで
きた。その後の8月は，単月在宅復帰率が76 . 7％に下がったものの直近6ヶ月平均在宅復帰率は86 . 5％，9月は88 . 9％と高い在宅復帰
率を維持できるようになった（図9参照）。

6 今後の課題
地域包括ケア病棟を取得したH 27年と前年のH 26年の紹介元の割合をグラフにしたところ，紹介元の6割は医療機関からの紹介
であり，約2割が関連施設からの入院であることがわかった（図10参照）。特に医療機関の紹介のうち，半数以上が紹介元の回復期
リハ病棟での治療が終わったが，もう少しリハビリの継続を希望する患者であった。
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図8

地域包括ケア病棟1の入院患者数の動き
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単月在宅復帰率と6ヶ月平均在宅復帰率
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平成25年度から平成27年度における4月から9月の入院患者数，退院患者数，入退院患者増数を比べた（表2，表3，表4参照）。
表2



H 25年度〜H 27年度4月〜9月の入院患者数の推移
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表3



H 25年度〜H 27年度4月〜9月の退院患者数の推移

 ᭶

 ᭶

 ᭶

 ᭶

 ᭶

 ᭶

ィ

+ ᖺᗘ















+ ᖺᗘ















+ ᖺᗘ















表4



H 25年度〜H 27年度4月〜9月の入退院患者増減数の推移
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平成26年度の8月，9月に大幅に入院患者数が増えている理由が，診療報酬改定に伴う急性期病院の在宅復帰率導入前の限定的な
動きであったことを考慮すると，平成25年度より平成27年度は確実に入院患者数が増えてきている。しかし，実際に入院患者数が
増えてこない原因は，周辺地域での在宅施設増加などの外部環境の変化により，在宅への退院がスムーズになってきたことが考え
られる。また，急性期病院での医療看護必要度の維持のために，必要度が低い，または医療区分の低い患者の転院が多くなり，当
院での入院在院日数の低下なども考えられる。一方，図11に示すように姶良・伊佐地区における病床機能別医療の自己完結率をみ
ると，一般病棟，回復期リハビリ病棟，療養病棟共に姶良・伊佐の患者の約90％以上が地域の病院へ入院しており，今の姶良・霧
島医療圏では，これ以上当院で急激に入院患者を増やすことは難しいと考えられる9）。
図11
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姶良・伊佐地域における医療の自己完結率
（平成24年NDBデータをもとに作成）
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7 これからの取り組み
今まで，当院への紹介患者のほとんどは，霧島市立医師会医療センターや青雲会病院など姶良・霧島地区の急性期病院からの紹
介であった。しかし，図12で示すように，脳血管患者数は霧島市立医師会医療センターや青雲会病院よりも伊佐地区の県立北薩病
院のほうが多いことがわかる。また，伊佐地域は姶良・霧島地区よりも人口減少が続く地域であり，看護や介護に携わるスタッフ
を確保することが非常に難しい地域であることを想定すると，回復期病床からの療養，在宅の整備が充分でないことが予想される。
図12

姶良・伊佐地域医療圏におけるDPC対象病院の診療実績
（平成24年NDBデータをもとに作成）
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このことを考慮すると，今まで姶良・霧島地区，そして鹿児島地区の急性期病院への訪問活動を重点的に行ってきたが，これか
らは伊佐地域の急性期病院との連携を図ることが重要であると考える。特に伊佐地区の急性期病院の機能を維持していくために
は，その受け皿である回復期リハ病床や療養病床，在宅の機能がなければならない。特に伊佐地域では回復期，療養，在宅の機能
が充足していないと仮定すると，当院への需要はかなり高いものと考えらえる。また当院から伊佐地域では距離もかなりあるため，
転院時の当院からの送迎サービス等を行えば，当院への入院，特にリハビリへの需要が高まる可能性がある。また退院先を決める
家族（子供等）の住んでいる場所を考慮すると，遠方の家族にとっては，交通アクセスが発達している当院のほうが便利であると考
えるのではないかと思われる。これらのことより，今後伊佐地域をはじめとして，もっと広い範囲での広報活動を行っていく必要
がある。
また，広報活動を行う上で一番大事なことは，当院機能のアピール活動である。当院は，回復期リハビリテーション病棟，地域
包括ケア病棟をもつ病院であり，これらのことから，チーム医療推進部では，今回，回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケ
ア病棟のパンフレットを作成した（図13，図14参照）
。今後は，これらのパンフレットを有効利用して当病院の機能を充分アピール
しながら，当院への入院患者を獲得していきたいと考えている。
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図13

回復期リハビリテーション病棟案内パンフレット
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図14

地域包括ケア病棟案内パンフレット
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ॊ؛

३ख़फ़ॹشথਮधঽয়કऽःभজش३ख़फ़ॹشথਮ



વைऋ৫औोञ؛জش३ख़फ़ॹشথਮम  ফ  াप

ْ৪বभ &&5& धमٓ

ड़شউথखؚৈೡક୧दँॊ१شঅ५હऌৈೡऐક୧

 ৪বपम ؚফਰऊै&&ؚ5& &RQWLQXLQJ &DUH

قਰৣमَ१ৈકُधറघ॑كরੱधखڭؚమप୧ஂ૧੍

5HWLUHPHQW &RPPXQLW\ धःअಲਢखञॣ॔॑घॊ৶

ରহਚৢؚਚஂ૧ؚ௰ਖஂ૧হਚؚ৹දఇଂ॑ुणള়

प੦तऌؚഠ৲धુप৲घॊॽش६पૢगथؚगৃਚ

ਝदँॊ؛

दકा౹इथःऎৈೡક୧३५ॸऋனखथउॉؚ৸৪

जोऊै  ফ  নাभ  ফ  াपঽয়કऽःधਜ਼઼

प৺  নਚؚ৺  ਐযऋકखथःॊ&&؛5& पम  ர

હऐॊ१ৈકজش३ख़फ़ॹشথਮવை॑ड़شউথखञ؛জ

థभકऽःदँॊঽয়੍ؚରஂؚ૧કऽःऋँॉؚज

ش३ख़फ़ॹشথਮવைमऋ  ँॉؚपमؚय़

ो੍॑इॊ  ரథभউটॢছقঽয়উটॢছ੍ؚରউট

ॵॳথؚ௯ؚਚऋँॉؚਚपमਗ਼৹৶ஓऋँॉમ৶

ॢছஂؚ૧উটॢছؚੳੴඪৌૢউটॢছكधرऩ

ुঽীददऌॊ؛জش३ख़फ़ॹشথਮधজش३ख़फ़ॹشথ

ঽয়੍ର१شঅ५ऋऔोथःॊ&&؛5& भোभফೡ

ਮવைऋଁ়औोَৈೡ೨॥গॽॸॕਮُऋਛ

पणःथگؚரథभકऽःभফೡमঽয়ऋ  ୃ੍ؚର

औोञ؛

ऋ  ୃஂؚ૧ऋ  ୃद&&ؚ5& म  ୃऊै  ୃऽ

ऒभহ॑৷ःथؚমග &&5& ॑৫खथःऎदभਠ૾

द॑ૌओघ३ख़ঝॱشभेअऩோधःइॊ&&؛5& भકऽ

धୖपणःथହघॊ؛

ःभૠெमঽয়ऋ  ੍ؚରऋ  ஂؚ૧ऋ

ْउॎॉपعୠেশঅ४ঙথपঢ়৴खथٓ

 ়ؚੑ  ऋदؚणभഢقय़কথঃ५كभ

 বमযઠभূாૐরपຓૃी॑ऊऐ্ؚषभযभ

রप৫औोॊ؛

ो॑णऎॉؚୠ્ਙपૢगञୖ॑ੰৠखؚ
َखओधभেُؚ



َऱधभেُ॑ৰਠघॊञीप্َؚেশঅ४ঙথُ

ْমග &&5& धৈೡ೨॥গॽॸॕٓ

॑खञ؛जभੁभরभ্َषৗखःऱधभो॑ण

 ৪भ௯ଅؚધ৲ध২भୀःઅइञৃ়ؚ৪বधगु

ऎॊञीभ্કभਤُपَমග &&5& भਫ਼ୈُؚ

भ॑মदॊऒधमदँॊ؛जऒदؚমभ௯ଅધ৲ؚ

ऋऑैोञ؛எુऋଢ଼खथऌञَৈೡ೨॥গॽॸ

ୢஂ؞૧৳૫২ಉप়ॎचਝੑखञुभ॑মග &&5&

ॕُؚ॑ਿभୠেपेढथ්खؚାऔचथःऎ

धଝघॊ؛औैपؚমम੮भ਼৻ऋ  ୃपऩॊ 

दभୖपणःथਫ਼ୈघॊ؛
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ەઇ

ᆅᇦໟᣓࢣ௦ࡢ་⒪ㆤࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ

ৃୱ قృପপ৾প৾ୢ৾ଢ଼ ୢ৽؞ଵ৶৾ౠك
࠙➨㸴ḟ་⒪ἲᨵṇࠚ
ࠚ

ُभঃছॲॖदमؚ೩भୢभॽش६؞क़ज़থ

 ਸ਼ڲઃୢ১ਫदमؚਢ૭ચऩভ৳২भ

ॶ॑ञघऒधमदऌऩः؛ୢ१شঅ५भঃছॲॖ

નয়॑ॊञीभभਤपঢ়घॊ১प੦तऎೈ

भૡఌ॑ੳघॊऒधऋਂ૭ಳदँॊ؛

઼धखथؚ૨ऊणସभৈःୢ৬॑ଡണघ

ْਅറঐॸॣشॕথॢٓ

ॊधधुपؚୠෆฐॣ॔३५ॸ॑ଡണघॊऒध॑

ਠ৻भঐॸॣشॕথॢदमؚਅറ॑નपखञঐش

ৢगؚୠपउऐॊୢलஂ૧भ়ऩન৳॑

ॣॸॕথॢऋदँॊ؛ਅറधमؚ
َਠऊैँॊस

ਤघॊञीؚୢ১ஂؚ૧৳૫১ಉभঢ়બ১पणःथ

ऌपऊढथؚ൙॑৶दંखञुभُदँॉؚਅ

ਚਏभତಉ॑ষअधखथःॊ؛

റঐॸॣشॕথॢधमؚ
َ৯ఏ॑નपखथॽش६ृ

 ऽञؚ
َ୰ُऊैؚ
َୠُभୢपગ

क़ज़থॶ॑ౄଌघॊ१شঅ५॑ৃपౄଌऔचथःऎ

ౣघॊञीपؚୢੑपउःथ⋇ؚଡ୳યୠقઃୢ

উট७५॑৶दંघُऒधदँॊ؛ਠؚ
َ୰

ऩनكपउऐॊ୰෫भਃચયীओधभలਟभ୰෫

ُऊैَୠُ॑৯खञୢ২ऋਤষ

ਯभਏऩनप੦तऎؚਊჾଡ୳યୠपउऐॊలਟ

রदँॊ؛जभञीؚୢ่؞૧ਏ২ृঽ୧୮ష૨भ

भୢ৬पঢ়घॊَୠୢଡ୳ُ
قୠୢঅ

డત৲ऋऩऔोؚऎभୢਃঢ়ऋ୰෫༎௮૨भৣ

४ঙথكपঢ়घॊহඨҨ⋈ୠୢଡ୳भਛपऐञ

पౙख॒दःॊ؛ऒोैपৌૢघॊपमؚਅറঐॣش

୰෫भਃચী৲उेल৴भਤपঢ়घॊহඨऩन॑

ॸॕথॢभৰᄷऋટदँॊ؛

ीॊधखथःॊ؛

ْৈೡ೨॥গॽॸॖभਏਙٓ
ਸ਼  ઃୢ১ਫपेॉؚ୰෫भୢਃચऋঔॽॱ

ْୠෆฐॣ॔३५ॸٓ
 ॎऋবदमؚৈೡभॣ॔मَୠෆฐॣ॔३५ॸُ

জথॢऔोॊऒधपऩढञऋؚਙ୰෫मૌदँ

॑੦ೕधखथষॎोॊऒधपऩढञभदँॊ؛
َୠෆ

ॊऒधमैऊदँॊञीपؚऎभୢਃঢ়मୠ

ฐॣ॔३५ॸُधमؚਏஂ૧ऋஂ૧ਝपোਚखथ

ෆฐॣ॔३५ॸभ૽સु૿अਏऋदऌथःॊ؛

ૐ੮ॣ॔॑ਭऐॊभदमऩऎؚমযभકऽःपਗ

ൿमؚୢਃঢ়ुৈೡક୧॑রੱधखथেણ੍

ऊैୢृஂ૧१شঅ५॑पघॊலੌाभ

ର१شঅ५ؚୢ१شঅ५ஂؚ૧१شঅ५॑घॊള

ऒधदँॊ؛घऩॎठؚ
َॽش६पૢगञકऽःऋஔ

়ਝ॑றधखथؚളਯभৈೡક୧॑ॿॵॺডشॡ

औोؚেણभ৸؞ੱ؞೨॑ન৳घॊञीपୢ

द੍ରघॊَৈೡ೨॥গॽॸॖُपঢ়ଖघॊऒध

ृஂ૧भाऩैङૣؚක१شঅ५॑அीञرऩেણ

॑൭ीथःॊ؛
َৈೡ೨॥গॽॸॖُदमৈೡपৗखः

੍ର१شঅ५ऋଞেણभৃदిજपऔोॊेअ
ऩୠदभ৬ُ॑खथःॊ؛

ੱ؞৸ऩছॖই५ॱॖঝृଆ१شঅ५॑दऌؚ

ْୢभঃছॲॖभૡఌٓ

েણभସ॑औचॊऒधऋदऌॊ؛ऽञؚৈೡऋؚ

ୢभ೮ঃছॲॖमَ୰ُभୢরੱঔ

౼ዄኋੱؚ൙ዄኋಉऋඪखؚਙ୰पোखञৃ

ॹঝदँॉؚৗঃছॲॖमَୠُभ೩রੱ

়दुَؚৈೡ೨॥গॽॸॖُदਭऐোोऋ५

ঔॹঝदँॊधुधोॊ؛
َ୰ُमؚഉඪऋ

ش६पষइॊञीपؚୢৱ౺भ૨ऩਹ৷पणऩ

ႈ୰भরੱदँॉؚ൧ऋ३থউঝदँॉؚႩऋी

ऑॊऒधऋदऌॊ ؛ৎभಸৎৌૢ৬॑ষअप

ञৎ৻पमঐॵॳखथःञঔॹঝदँॊ؛खऊखऩऋ

मؚ௰ਖஂ૧হਚ॑ಡਝघॊऒधऋदँॊ ؛ज

ैؚୠෆฐॣ॔३५ॸৎ৻दमؚেણಆຯ୰ؚਙ

खथؚমযभਔઓ॑๑खथؚঽয়੍॑ରखؚಲਢखञ

ႈ೩ؚಖઋႈ೩ऩनभཿਙႈ೩ृ૩ऋୢभৌभ

ॣ॔॑ষढथःऎपमؚୢஂ૧৴ऋਏधऩॊ؛ज

রੱधऩढथउॉؚऒोैभ൧मളහदँॉؚ೩ध

भऩऊदुୢஂ૧৴ভ৮॑प৫ಈखؚੲਾ

मಲਢऩঢ়બਙऋीैोथःॊु؛मृؚ
َ୰

॑ુથखथःऎऒधऋჶधऩौअ؛
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ਙ୰पउऐॊୠෆฐॣ॔३५ॸषभ੍ରभଡണ
سৣرानॉقృପপ৾প৾ୢ৾௺৾ਿ ୢ৽؞ଵ৶৾௧వك
ৃୱ  قృପপ৾প৾ୢ৾ଢ଼ ୢ৽؞ଵ৶৾ౠك
ْ৯ٓ 

औोॊेअ३५ॸ॑ଡണघॊਏऋँॊ؛

ऋবम਼ੀથਯभশํবदँॉୃ ؚਰभয

&&5& भઅइ্॑োखञَકऽःُ॑૦ണखؚऒऒ

ઠम ؚফपम  ਐয॑தइथउॉ বড়भ

पَৈೡ೨॥গॽॸॕُ॑ଡണखञः؛௰ਖ่

 যप  য ؚবড়भୢृஂ૧भਏऋؚऔैपੜ

૧॑রੱधखञୠभ୧ୢभುਡৢؚਚজঁঅ

ਸघॊऒधऋৄऽोथःॊ؛जोपൣढथੳੴඪ

জॸش३ঙথਝؚইজش५ঌش५॑ਝऐؚऒऒदभ

ৈೡुੜਸखؚৈೡ৲षभৌૢऋऋोथःॊ؛ऒ

ણृॖঋথॺ॑ৢखथؚୠधभઐभৃ॑ॊ؛

भৌૢधखथௐেௌ௮मؚୠෆฐॣ॔३५ॸ

ऽञؚऒऒदभহ 

भଡണ॑৯खथःॊ؛০ؚਙୢभादႩ

ંછऩनभੲਾ॑ৢगथমযऋऽऩःభ୵

घॊ೩मऺध॒नோखऩःऒध॑અൟघोयؚ

॑ೂऐؚजभযैखःଈ॑ঽ୧दಶइैोॊ৬

ਙ୰पउःथु  ফपऐथୠෆฐॣ

॑ଡണखञः؛ਙୢषभऊऊॉ্ؚਠ૾भৈೡ

॔३५ॸभ੍ରपऐञ৽ਅറ॑য়थॊਏप

भৎभဦଛभँॉ্पणःथुؚੲਾ

ैोथःॊ؛કऽः؞ୢஂ؞૧؞ଆ؞েણ੍ର

॑खथःऎऒधमਏदँौअ؛

भଳਡऊै੍ରଡണ॑ষअऒध॑ଢ଼৯धखञ؛

 ऒभञीपमؚऽङਊभ৩भਔुਏ

্ْ১ٓ

दँॊ؛োखथःॊटऐभृঢ়ॎॉ্ऊैؚ

 ऽङؚ৶भৄઉख॑ষअऒधधखञ؛உહःथः

ಲਢखञॣ॔भ੍ର॑खथःऊऩऐोयऩैऩः؛

ॊੌ௶௯ଅपปढथؚୠෆฐॣ॔३५ॸ੍ରभ

ऽञؚমযؚਝ॔ॣؚঐॿش४কشಉधभ৴ଡണ

ਏಞ॑ਸइॊऒधद௶ੌؚऩॉੌाऋষइॊे

ुਏदँॊ؛ਠؚෙᚢਙཡ༇भગোभੜਸधः

अपखञ؛ઃप 6:27 ীෲ॑৷ःؚਘाؚൠाؚਃ

अਖुँॉؚखङणਝष৩ऋলऌ॔ॣؚभ

ভؚะ๏॑ैऊपखञ؛जखथؚ6:27 ীෲप੦

ಲਢपणःथऩन॑ষढथःॊऋؚऒअःढञ

तःञॡট५ 6:27 ীෲ॑ষःؚਊभॉੌा॑

ଢ଼ఊृઐुऒोऊैऔैपੜृखथःऊऩऐोय

ैऊपखؚ০भ৬ੑ॑ੁखञ؛

ऩैऩः؛औैपमؚजुजुෙᚢਙཡ༇पऩैऩः

ْટٓ

ेअऩؚघॊेअऩણपऩॊेअपधઅइथ

 ใோभ௰ਖ่૧ৢؚਚজঁঅজॸش३ঙথಉभ

ःॊ؛

୧ୢ॑ਘ৲खؚऔैपક୧ਝ॑রੱधखञୠ

 ৴भञीपनभेअऩੲਾુથ॑खथःऎभऊؚ

भઐभৃ॑ॊऒधपखञ؛

ଢ଼ఊভृভ৮धःढञधऒौऊै੶ؚஈभଁ৲ુؚ

ْઅٓ

થಉु ,7 ৲ुஅीथਫ਼ୈखथःऊऩऐोयऩैऩ

 ୠෆฐॣ॔३५ॸधमؚ
َਏஂ૧ऋஂ૧ਝ

ः؛

पোਚखथૐ੮ॣ॔॑ਭऐॊभदमऩऎؚমযभ

ْऽधीٓ

કऽःपਗऊैୢृஂ૧१شঅ५॑प

 ਙॣ॔भؚऽञୠपషढथऎॊधःअॣ

घॊலੌाُभऒधदँॊ؛घऩॎठؚ
َॽش६प

॔१ॖॡঝ॑ॉନघऒध॑૭ચधघॊலੌा॑উ

ૢगथક୧ऋऔोॊऒध॑੦মधखञदেણ

ছথॽথॢखञ؛जभञीपम৴धੲਾુથऋ

भ৸؞ੱ؞೨॑ન৳घॊऒध॑खथःॊ؛

ਏदँॊ؛ऽञؚੲਾ॑खؚਙॣ॔षभऊऊ

ਊम'ؚ3& दभো⋜સ়ु ਰ

ॉ্पणःथुਔ॑യखञः؛ਙप્৲

॑தइؚ൧ഡ২॑ৈीॊऒधपਛखथःॊऋؚ

खथऌञ௹୕ऩ৽ୡق৴كध য౫ؚभৱ౺ؚ॑

ୠෆฐॣ॔३५ॸ੍॑ରखथःऎञीपؚਙ

ୠෆฐॣ॔३५ॸभषীଦखؚऒभୠ

୰दभऋીॎढञ೩षؚಲਢखञॣ॔ऋ

भୢ৬॑इथःऌञः؛
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ఐશ೩્ਙमؚফೡؚງஂ೩સ়ؚোඪ

્ृ৴भँॉ্मંऔोथःऩः؛ୠୢ੍ର

સ়पଁੑથਔ୷॑ੳीञ؛ऽञෙᚢਙཡ༇भো

୰दँॊਊपउःथुؚෙᚢਙཡ༇োभਭো৬

पऊऊॊਸ਼৭උभಿ༳ఇपणःथु൧ఐશद

मનपऩढथउैङؚలਟৌૢधखथभ৸୰

થਔऩ୷॑ੳीञ؛

ऩଙ২ध৬ੁ॑ਫ਼ୈखथउऎਏऋँढञ؛

 শোधभঢ়৴॑खञହਯभड़ॵ६ૻ



قਦયكमؚෙᚢਙཡ༇भোඪभથ૮

ْ৯ٓ

ؚكقૡషયীऋ୧पৌघॊૡඪ

ෙᚢਙཡ༇োभَఐશ೩્ਙُधਙ୰෫भથ

كقदँढञ؛

ਹ৷पऐथَෙᚢਙཡ༇োधশোभঢ়৴ُ॑



ैऊपघॊऒध॑৯धखञ؛

ْઅٓ



 વ௯୰पउऐॊෙᚢਙཡ༇োभఐશ೩્ਙध

ْৌध্১ٓ

শোपঢ়৴घॊਏ॑ैऊपखञ؛ෙᚢਙཡ༇

 વ௯୰मಧుਣಧుਣपਚभँॊಹ୰෫

োमँॊ્भ൧ఐटऐदमऩऎؚभ்ઁः

 ෫॑થघॊ '3& ৌ୰दँॊ؛ऽञಧుਣઃ

൧ఐद൧औोथःञ؛ऽञगदँढथु൧

৳ୢق৺  ਐয॑كরੱपୠभ୰ृ൧ਚ

ఐपेढथؚෙᚢਙཡ༇भॱॖথॢृਸ਼৭

धभୢ৴॑ਤघॊୠୢ੍ର୰धखथुഅ

උभಿ༳ఇऋ౮ऩढथउॉؚ৸୰ऩभఏ৲

ੳऔोथःॊ ؛ফ২भऩ൧ৰౚम

ऋਏधઅइैोञ؛ෙᚢਙཡ༇োधশোभঢ়

ਯ  ؚ୰෫ਹ৷૨ ٫ؚງஂ૨ ٫ؚಗງ

৴पणःथमؚෙᚢਙཡ༇भোඪधૡషऋૡ

ஂ૨ ٫दँढञ؛

धऩॊඪऋশোधથਔपঢ়৴खथःञ؛

 ੰෲৌඪम  ফ  াऊै  ফ  াऽद

ਯभಢःਙ୰दँढथुোඪभ

पવ௯୰॑खञෙᚢਙཡ༇োඪधखञॹ؛

पऐञॉੌाधোଫऊैभ৹ତमਙ

 ॱ شঋ  ش५ म ෙ ᚢ ਙ ཡ ༇ भ ൧  ණ ী థ

୰෫भથਹ৷पટदँॊ૭ચਙऋંྮऔोञ؛

ك[[[[[قपঢ়৴घॊ '3& ই॓ॖঝ॑ुध

 ऒोऊैੜਸऋৄऽोॊෙᚢਙཡ༇োपणःथ

पଡണखञ؛

ुలਟ॑ৄྚइञୠৌૢऋୄऔोञ؛

 ൧ఐશभ೩્ਙध৭උಿ༳ఇभનੳमؚ3HDUVRQ
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ಧుਣᓊଐયभॣ॔ॵॡ५ୢਃঢ়दभো੍ରॳش
 ٳൺ༙ၥ র੨ઌ ౽ખ౭ ূ༌ ੪ઉ মি഻ ળ੪ஶೣ
ଜ৳ಋ ௳੪ઌ ির ഝਆౘ ❅িৰقୢ১যভك




ْ৯ٓ

ْટٓ

ਸആ୰मಧుਣᓊଐपਚघॊಹ୰༠ؚ

০ؚ১যহਜଂदभॳشध୰दभো੍ର

୮জঁ୰༠ؚു୰༠ஂؚ૧৳૫୰༠॑ुण 

ॳشऋजोझोभ૽સ॑ેীपมखؚீधऩढ

෫भॣ॔ॵॡ५ୢਃঢ়दँॊ؛ऽञๆपमളਯ

थॉੌ॒टટ ؚাमোਯ  যؚਯ  যؚ

भ୧ਝ॑થखؚ୮জঁऊै୧ऽदभ३ش

ੜਯٕ যधপऌऎোਯऋढथःञऋ ؚাपम

ঞ५ऩॣ॔॑ତघॊୠෆฐॣ॔३५ॸभଡണप

োਯ  যؚਯ  যؚੜਯٕڭযधऩॉؚ

ॉੌ॒दःॊ؛

াपमোਯ  যؚਯ  যؚੜਯٔ যؚ

 ফ২൧ਾີपൣःؚᓊଐ؞႕ਣયभਙ

াपमোਯ  যؚਯ  যؚੜਯٔ যध

୰दभभ୮জঁऊै୧ऽदभॣ॔॑

োਯऋੜइ ؚাଜपम৯ఏभ  য॑ਛघॊऒ

૿अञीपؚ୧୮షਘ৲ਸ୰༠੭ृୠෆฐॣ

धऋदऌञ؛

॔୰༠ؚ୮জঁ୰༠োમ॑ڭ੭घॊ॑ষ

ْઅٓ

ढथःॊরؚো೩ਯऋಇलฎाؚো༎௮૨॑

৯ఏ॑ਛदऌञਏधखथमؚऽङୠఢఈभਙ

घॊऒधऋखऎऩढथऌञ؛০ؚোਫ਼ୈভؚ06:

୰ऊैभ೩॑ਭऐোोैोॊेअप୰༠ౣਛ॑

भણऩन॑ৄઉखؚো੍ରॳشधखथো೩

ষःؚजभઍ॑৩पఢੴජೲखञऒधऋऑैो

ન৳भञीपણखञઍपणःथਾઔघॊ؛

ॊ؛जखथؚਰेॉষढथःञোਫ਼ୈভधঋॵॻ॥

্ْ১ٓ

থॺটشঝভ৮भँॉ্॑ৄઉखؚহਜؚ่૧ప

০ؚো༎௮૨॑ఒघॊञीपؚ১যহਜଂधਸ

শಉुਸघॊऒधदؚःऽऽदভ৮भরੱदँढञ

ആ୰दजोझोभো੍ରॳش॑য়ठऑؚ

06:ؚ୰༠పশभਔ॑खؚਊषൌघॊ೩

হਜଂॳشदम৯ఏਝृ୰༠ౣਛपणःथਫ਼ୈखؚ

॑घसथোषᇽऑैोॊेअपऩढञऒधऋ୶ख

୰ॳشदमਠৃदষॎोथःॊোਫ਼ୈভؚঋॵ

थःॊधઅइैोॊ؛ऽञؚোखञ೩पणःथु

ॻ॥থॺটشঝভ৮ؚ06: भણऩन॑ৄઉखؚো

୧୮ష૨ऩनुઅൟखऩऋै೩ੇؚఔभൌपँढ

೩ન৳भञीभৌੁ॑ষढञ؛

ञোऋदऌॊेअपৌૢदऌञऒधुঢ়બखथः

⋇ ১যহਜଂदभো੍ରॳشয়ठऑણ

ॊधઓॎोॊ؛

ઍधखथमؚ১যभઽ੍૾யृ১যभ্ଉपజः৯ఏ

खऊखऩऋैؚ
 াਰఋभো೩भपणःथमؚ

ਯகृؚਛघॊৎभਝ॑ষढञ؛ऽञਸആ

ঽृୠॽش६भীෲऋਏदँॉؚীෲ॑खञ

୰दभ୰༠ౣਛपणःथৠखؚোৎऊै୧ऽ

ટ॑ुधपଫऩৌૢऋਏधઅइैोॊ؛

दभপऽऊऩो॑ਛखञ

ْୁٓ

⋈ਸആ୰दभো੍ରॳشয়ठऑাڭ

 ਊऋऒोऊैোਯ॑ੜृख॑৽ؚ৸पষढ

ষढथःञোਫ਼ୈভؚঋॵॻ॥থॺটشঝভ৮भ

थःऎञीपमؚୠभॽش६पँढञୢऋख

ँॉ্॑ৄઉखڳؚাऊैमোງஂ೩भનੳ

ਢऐैोॊ৬॑ଡണखथःऎਏऋँॊ؛जखथऒ

॑ষअेअपखؚঋॵॻ॥থॺটشঝভ৮मಢৎद

ोैभ৬ऋଡണऔोञৎؚਊऋజਟऊैॉੌ॒

૨ेऎষअेअपखञ؛ऽञؚनऒभ୰༠भঋॵॻऋ

दःॊୠෆฐॣ॔३५ॸभ੦ୌ୰धऩॉؚୠ

૬ःथःथ೩॑োृदऌॊऊघएपનੳखؚ

पੱध৸॑दऌॊඌतऎॉप൴दऌॊधઅ

ਫ਼ୈदऌॊेअ୰༠ଦ઼॑ਛखञ؛

इॊ؛
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୬Ⴗਿपउऐॊஂ૧ଆ؞౼জঁঅজॸش३ঙথभ੧
ٳমૈஞ ಧেབ લஸඥฆ ળඤ ಧেقୢ১যਛভ༹ كিষ&&ق5&ଢ଼ਚك
ৃୱقృପপ৾প৾ୢ৾ଢ଼ୢ৽؞ଵ৶৾ౠك
ْ৯ٓ

ঙথ|भଡണपॉੌ॒दऌञ؛౼জঁঅজॸش३ঙ

୬Ⴗਿभযઠमਛফাਠؚফ

থम⋇ؚણ⋈ؚઈஓজঁ௺⋉ؚওথॱঝॣ॔௺

धૻस৺যੜਸखؚৈೡ৲૨ु٫धऩढ

ऊैऩॉؚযऱधॉभᚆشॽؚ६ँढञ৭උऋदऌ

थःॊ؛ਏஂ૧मؚਏ੍ରमजभ৺٫

ॊரऩஂ૧ଆউটॢছ॑ॉऑथऌञ؛

पँञॊযधऩॉૌுফदपੜइथःॊ

؝گঔॹঝহभਫ਼ୈ

؛ऒभेअऩরؚবभ্ଉदਏ੍ରभ্द௰ਖஂ૧

 ਊহਚऋਜ਼઼घॊ୬Ⴗਿূ৵৾ૅયमؚৈೡਯ

ৢؚਚஂ૧॑ਹ৷औोथःॊ্رमফਰपஂ૧৳

যؚৈೡ৲૨ऋৈःୠदँॊऋஂؚ૧হਚ

૫হऊैৗखः়হَஂ૧ଆҩଞেણ੍ର

मऩःૅયदँॊ؛্ஂؚ૧৳૫হपउः

়হُपষखथःऎਏऋँॊ؛

थਏ੍ରमજॉຽथैोॊभदमऩःऊधਂଳऔ

ୢ১যਛভमؚତਗఐથ෫൧ਚ॑রੱपୠ

ोॊরؚਏ੍ରभৈೡभঽয়खञেણ੍॑ରघॊ

भତਗఐॽش६पৌૢखॹؚॖ१شঅ५َैैै

ನपुؚ୬Ⴗਿधড়ஂ૧হभੈभुधৗञ

ُदमஂ૧ଆपඳਡ॑ँथञஆঽभ౼জঁঅজॸ

ऩஂ૧ଆभ੦ೕତऋਜधऩढथःॊ؛

ش३ঙথ॑৫खथऌञ؛ऒऒदमؚৗखः়হ

 ਛভमফাप132১য౼জঁঅজॸش३

भञीभஂ૧ଆ३५ॸ॑ਫ਼ୈघॊुभदँॊ؛

ঙথ॑ਝয়खؚਠৃदभஂ૧ଆभपॉੌ॒द

ْৌध্১ٓ

ऌञ؛इयؚট॥ঔॸشॕঈ३থॻটشଆཟ

মଢ଼मؚ୬Ⴗਿभৈೡؚउेलॹॖ१شঅ५

ણदँॊট॥ঔ৬ඝ৬ୡভ॑ਛফাऊै

َैैैُभਹ৷॑ৌधघॊ؛ਫ਼ୈपँञढथमؚ

ीؚਛফাदਸ਼॑बञ؛ऽञজঁঅজॸ

୬Ⴗਿभणप৵৾ૅયभୠ્ਙ॑ীෲखஂؚ૧ଆ

ش३ঙথಉলౠણुষःؚট॥ঔ৬ඝ॑ਁؚড়

पిखञَ౼জঁঅজॸش३ঙথُभউটॢছ॑ಖ

ைؚਗ५ॸش४ಉदਤखञ؛औैपؚ॥গॽॸ

ਪखؚཟણ॑ਤखथऌञট॥ঔ৬ඝभৰౚुऴ

ॕ१টথણधखथؚᑊుญधजभ৳૧ઐভؚ

ऽइؚ୬Ⴗਿपిखञஂ૧ଆभঔॹঝহ॑੧

ॲॿছਛઇಉ॑৫ಈखञ؛

ਫ਼ୈघॊुभदँॊ

 जऒदؚःऽऽद১যऋखथऌञ৽ୡध౼জ

ْટٓ

ঁঅজॸش३ঙথউটॢছ॑ણऊखथঔॹঝহ॑

؝ڭ୬Ⴗਿभୠ્ਙ

ਫ਼ୈघॊ؛৬पमਊহਚभ५ॱॵইऋౝਏ

 ୬Ⴗਿम৸॑णभ৵৾ૅયق୬Ⴗਿؚ୬Ⴗਿ

੍ର॑ৌधखञଆহभ॑ਝৰखؚਖ

ূؚ୬Ⴗਿવؚবীؚଗؚ୬Ⴗਿਧكपীऐؚजभ

ਡಉ॑ྴলघॊ؛ऋడखःৃ়म॑ଆभ

યऋୠෆฐॣ॔३५ॸभ੦ೕधऩॊुभधઓॎ

धखؚ१টথણुౄৰऔचथःऎ؛ऽञؚট॥ঔ৬

ोॊ؛खऊखؚणभૅયपमؚୠ્ਙऋँॉؚૌ

ඝ॑৷ःؚহਚभজঁঅজ५ॱॵই॑ણ৷खਁؚড়

ுফपउःथؚ୬Ⴗਿ৵ૅયमযઠؚ୬Ⴗਿূ

ைऩनदলজঁౠ॑ষः॑ୖؚତ৶घॊ؛ऒो

୬Ⴗਿવ৵ૅયऋ૯यःؚবীؚଗؚ୬Ⴗਿਧૅ

ैभણ॑ৢखथؚৗखः়হपणःथষध

યमযઠऋੜਸखथःॊ؛ৈೡ৲૨म୬Ⴗਿવऋ

৮ਫ਼ୈखथःऎणुॉदँॊ؛

ৈऎ٫ؚઃःद୬Ⴗਿূद٫दँॊ؛

ْ০भୖٓ

ःभमଗ৵ૅયद٫दँॊ؛্ஂؚ૧হਚ

ஂ૧ଆ॑અइॊরदؚ০ऽदभेअपମ৬ਃચभ

भਯऋःभऋ୬Ⴗਿૅયदँॉؚऩःૅય

୮टऐ॑અइॊभदमऩऎؚرऩણृভਸभ

मॹॖ१شঅ५َैैैُभँॊ୬Ⴗਿূૅયदँॊ  ؛ଳਡ॑ःोؚঽஃؚ൩ஃभ੍ରघॊ্১॑യਤखथः
ஂ؝ڮ૧ଆध౼জঁঅজॸش३ঙথਛভदमؚଋ

ऎऒधऋਏदँॊ؛ୢ১যਛভॢঝشউमؚ

ோਃચ॑ણ৷खؚਛؚঽഞᆾऋथॊ৸যऩ

౼জঁঅজॸش३ঙথ॑ৢखथؚৗञऩஂ૧ଆ३५

েણজঁঅজॸش३ঙথधखथؚn౼জঁঅজॸش३

ॸ॑ਫ਼ୈखஂؚ૧ଆ؞ଞেણ੍ର়হभଡ
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অ४ঙথॻشपेॊয౫ਛभॉੌा
ٳ੨औॅॉ ❅িਮ ৣਐ ઠྯقভૣක১যౘ௵ভऊङा৳ୱك
༹িষ&&ق5&ଢ଼ਚ كৃୱقృପপ৾প৾ୢ৾ଢ଼ୢ؞ଵ৶৾ౠك
ْూବध৯ٓ

ऽदपએ॑ষःؚโফ২भৗखःঅ४ঙথਛप૽

 ऊङा৳ୱमؚಧుਣपๆமघॊযઠ৺

য়थथुैःؚফभਛশभ१ॖॡঝ੍॑ରघॊ؛

যभᓊଐपਜ਼઼खؚ০ফद৫ਝফ৯पऩॊ؛৩

ْટٓ

मदਠभनुऋආखؚभ५ॱॵই

 ੑਛ

द৳॑ৌૢखथःॊ؛

ਊੂऊैؚ৬ऩ॑৷ःঅ४ঙথॻشभਛप

মୱमَుभ৬ୡमেभฤؚनुभॉऩ

ॉੌ॒टऋखःधःअଢऋँॉؚষ჻ෙ॑ষःؚ

ः૭ચਙ॑পજपُधःअ৶प੦तःथؚుभു

ফमཾपଭढथऌञ؛ੑਛपउःथؚঅ४ঙথ

૧धઇपॉੌ॒दऌथउॉؚ৳॑அि৩भ

ॻشपमછૄऋऩऎؚঽप௫खऎऐॊਹਡऋँ

ਛশभ੍ରभञीपुؚ৩ઇपुৡ॑ିःदऌञ؛

ॊ؛खऊुृ॑ःोؚঅ४গ॔ঝ৲औोॊऒधपे

जभेअऩീؚফ২ऊै५ॱॺشखञৗ৳ਚ৳

ॉؚੑਛऋઍಔपऩॉؚऒभڰফदؚੑभସध

ଉभরप৳भঽഞ௬ऋৡଝਜधखथాॉ

ਛघॊ५य़ঝुखथऌञ؛

ऽोञ؛ਊੂमؚ৳भஷॉନॉ॑ැबढ़জय़গছ

؝ஷॉନॉؚইॕॻشংॵॡؚਛટ

प੦तऌؚাؚ৳भঽഞ௬॑ষढथःञऋؚঽ

 ڭফभরਡधؚଜपঅ४ঙথभਛ૾யपणः

ഞ௬॑ষअऒध॑৳ঽମऋᆾपኇइॊ૾ய

थৼؚؚਵख়ःभਃভऋँॉؚ৳भ৯ఏਛؚ

पमऩढथःऩऊढञ؛

ਜ५य़ঝؚযभਛশपणऩऑॊইॕॻشংॵॡभ

जऒदؚ৩ऋਔඟपؚऌपؚखऊु௫खऎॉ

லੌाऋାखथऌञਛટमপऌः؛

ੌीॊঽഞ௬॑ষअञीपؚঅ४ঙথॻشણ॑

ਠदमؚফ২রभએृଞਜभরदुঽীभ

ফ২पোखؚৰᄷघॊऒधपऩढञ؛০ফ২द

অ४ঙথ॑નੳؚਛ২॑ঽैਵघुदथऌञ؛ো

ফ৯॑ಶइथउॉؚजभਏधટ॑ਾઔघॊुभद

मؚঽഞ௬ऋऌदऩःખपऩॉऋठटढञ

ँॊ؛

ऒधऋؚਛ২ؚટटऐदऩऎؚૌங॑ঽુपੳी

ْৌध্১ٓ

়ःؚሹीँअாऩિपॎॉؚ3'&$भ१ॖॡ

 অ४ঙথॻشણधৌ

ঝऋનয়दऌञટुপऌः؛

 ਜણपउःथੌ௶भ৶प੦तःथؚযয

 ফ২भর௬दमঅ४ঙথॻشभৰਠप

ऋ৯ఏ॑য়थؚખؚইॕॻشংॵॡख৯ఏ॑ਛखथ

णःथమ௬ेقःعৡऋਏكदؚ
َेःُऋ

ःऎ3'&$१ॖॡঝमਏऩઅइ্दँॊ؛মୱपउऐ

যदऎؚ
َुअखৡऋਏُऋযؚ
َऽऀऽ

ॊঅ४ঙথॻشણमؚ3'&$१ॖॡঝ୍॑प઼ः

ऀेःُऋযदँढञ؛াपଜभঅ४ঙথॻش

थؚঽীभตृ৯ఏ॑୴धृऩन॑णऊढथ

௬ؚঽഞ؞ଵ৶௬॑ষअऋؚ௬੦॑ৄઉखؚ

ऌؚঅ४গ॔ঝ৲खञुभदँॊ؛जो॑ఝखؚॉ

َરೢ؞ଐ؞ৢ؞ਏৡ؞ਖُभৗखःమ௬

ନखৄؚथનऊीॊऒधपेढथؚঅ४ঙথ॑ଞपਔ

धखؚਛ૾யभਯக৲॑ఒघॊ؛ऒभऒधपेॉ

घॊऒधपेॉৰਠपऐथभਔඟऋৈीैोؚखऊ

ؚৗखःঅ४ঙথॻشਛऋऔैप৬पऩॊु

ुঽैढञ৯ఏऋਛदऌञधःअଌ॑ॎइ

भधઅइॊ؛

ॊधःढञਹਡऋँॊ؛ফ২भঅ४ঙথॻشણ

ْઅٓ

भৌमؚমୱभ৩भअठؚ৳৸৩ध౭ുؚ

ঽഞ௬मખधःअਔ়ःपऩॉऋठटढञऋؚ

হਜ৩धखञ؛

অ४ঙথॻشણपेॉؚঅ४ঙথऋਛ২ृટ

 ਛ௬উট७५

टऐदऩऎؚউট७५॑௬खঽુपੳीैोॊे

 অ४ঙথॻشमؚৗফ২াଜऽदपলखؚা

अपऩॊൊऋँॊ؛जखथؚଵ৶मؚ৩ऋఒख

पর௬॑ষअ؛௬॑ऌपኇइॊਔदؚর

ञऒध৾लञःॸشঐಉऋ৬पॎऊॉؚટऩ

ਾઔ३॑ॺشঽঽඑ३ॺشधतऐؚजभ३॑ॺش

ଢ଼ఊृ৬ୡभৃऋਝखृघऎऩढञऒधऋওজॵॺ

ৣपাपরએ॑ষःؚଵ৶ऊैஃ॑ुैःؚ

दँॊ؛

ফ২ଜभঅ४ঙথਛपऐथऔैपষघॊ؛াप
ଜ௬प੶োखؚଵ৶भਔৄधૻຎघॊ؛াଜ

−77−



医療福祉経営マーケティング研究
第10巻 第1号
59 - 81, 2015

ಹઠ୍&

ૣળৈೡୢ২भ්ෲ೩पउऐॊୢभୠત୷पঢ়घॊଢ଼ 
سஏঀ

ృପপ৾প৾ୢ৾௺৾ਿୢ৽ҩଵ৶৾௧వ 

 ৃୱ  

ృପপ৾প৾ୢ৾ଢ଼ୢ৽ҩଵ৶৾ౠ

ْ৯ٓ



 சऩৈೡ৲ऋਤि্ؚৈೡभୢાम

ْટٓ

ੜਸखਢऐथःॊ؛বড়৳૫২॑घॊऒध

 ৳૫ਊॉभ්ෲ೩ਯقযਊॉभ೩ਯك

॑৯धखथَৈೡୢ২ُऋਛফप

ऋਈुৈऊढञୢमᆺોكقदؚਈुऊ

ଌखथःॊऋૣؚળभ৳૫ਊञॉभৈೡ

ढञୢमથكقदँढञ؛ਈुःથ

ୢાमؚਛফ২ऊैফ৴ਢؚ৸বदਈु

॑੦धखञ%RQIHUURQLभૻຎदमૣؚળ؞ໃ

ৈऎؚ৸বभदँढञ؛ऩऊदुႲਂ৸

ਣ&ؚق, ؚكؚ۟

पउऐॊୢાम৸৬भ৺٫॑ಚीथउॉফ

ᆺો&ؚق, ؚ۟

رੜਸൊपँॊ්؛ෲ೩भৈೡ৲ृႇႌ୰়ಡ

ك
ؚઉ্؞ᇠু&ؚق, ؚ۟

ඪपेॉোૻ૨ऋৈऎऩॉؚୢાुजोपൣः

ؚكਨృପ&ؚق, 

ੜপघॊधऔोॊ්؛ෲୢાभੜপम০भ

كؚ۟भୢदથਔपৈःટदँढञ

৳૫২भ૭ચਙप୶॑ऻघ૭ચਙऋँॊ

 ৳૫ਊॉभ්ෲ೩ਯऋৈःୢदमୢ

धᠫऔोथउॉؚ୦ैऊभৌੁ॑गॊਏਙऋ

ાؚ൧ਯؚোؚਗਟ੯ਯपउःथुৈः

ँॊधઅइॊ؛जभञीपम්ؚෲ೩भো؞ਗ

ൊदँढञ؛

ਟभऩਫ਼ୈ॑ষःؚजभৰଙ॑པखञद
ৌੁ॑ষढथःऎਏऋँॊधઅइॊ؛

 ڭ੯ਊञॉभোୢાदमؚফೡ۟ق
ك
ؚਙك۟ق
ؚୢك ۟قभ৸थ

जऒदؚমଢ଼दमؚৈೡୢ২पਸোख

पउःथڭؚ੯ਊञॉभোਯदमؚফೡ۟ق

थःॊ්ෲ೩॑ৌधखؚୢपउऐॊઃୢ

ؚكਙڭؚك۟ق੯ਊञॉभਗਟୢ

भୠત୷पणःथਫ਼घॊऒध॑ଢ଼৯धख

ાदमؚফೡؚك۟قୢ۟ق

ञ؛

ڭؚ੯ਊञॉभਗਟਯदमؚফೡك۟قप
ك

্ْ১ٓ

उःथથਔऩ୷ऋੳीैोञ؛

 ૣળৈೡઁୠ৴়ভपਗ਼டऔोञ

 ڭँञॉभোୢાदमؚফೡ۟ق

ফা൧ীभঞ७উॺॹॱشभরऊैযੵ්

ؚكਙك۟ق
ؚਊञॉभਗਟୢાदमؚ

ෲ॑ਭऐञ೩য॑ྴলৌधखؚ

ਙك ۟ق
ؚୢك۟قपउःथથ

ফাऽद୯खञ؛

ਔऩ୷ऋੳीैोञ؛

 ऽङ৳૫ਊञॉभ්ෲ೩ਯؚୢાؚো

ْઅٓ

ୢાؚਗਟୢાؚোਯؚਗਟਯ॑ક

 ୢपउऐॊ৳૫ਊञॉभ්ෲ೩ਯभ

ୢदૻຎ॑ষढञ؛ઃप৳૫ਊञॉभো

ୠત୷ऋؚ৳૫ਊञॉभୢાؚ൧ਯؚ

੯ਯؚਗਟ੯ਯ॑કୢશपखؚਈुः

োؚਗਟ੯ਯभત୷प୶॑ଖइॊऒधऋંྮऔ

કୢ॑੦धखৼؚৌ૫২भਫ਼॑ষऩः

ोञ؛৳૫ਊञॉभ්ෲ೩ਯमযઠਊञॉभ

ؚ%RQIHUURQLभૻຎपेॉਫ਼॑ষढञ؛औै

ഷั්ෲਃਯऋ୶॑ଖइथःॊ૭ચਙऋँॊ؛ऽ

पڭ੯ਊञॉभোୢાؚোਯؚਗਟୢા

ञؚ੯ਊञॉभোୢાमؚোਯऋ୶घ

ؚਗਟਯ॑৯ਯधखؚফೡؚਙશؚકୢ

ॊऒधऋંྮऔोञ؛০भୖधखथ්ؚෲਰਗ

॑ହਯधखञ.UXVNDO:DOOLVਫ਼दীෲ॑ষढ

भ൧ઍ්ؚෲ১भୀः়ؚಡඪभᄄ২भୠ

ञ؛ਈपڭਊञॉभোୢાؚਗਟୢા॑৯

ત୷पणःथীෲघॊऒधृ්ෲ೩ਯभୠત୷

ਯधखؚभীෲ॑ষढञ؛

भਏभुਏदँौअ؛

−78−

医療福祉経営マーケティング研究
第10巻 第1号
59 - 81, 2015

ಹઠ୍&


ৈೡ౼ዄኋ೩पउऐॊୠ৴ॡজॽढ़ঝঃ५ऋୢৱ౺ਹ৷पଖइॊ୶भ௬
سਧ   

ృପপ৾প৾ୢ৾௺৾ਿୢ৾௧వ 

ি 

ృପপ৾প৾ୢ৾௺৾ਿୢ৾௧వ 

੩ानॉ

ృପপ৾প৾ୢ৾௺৾ਿୢ৽؞ଵ৶৾௧వ 

ৃୱ 

ృପপ৾প৾ୢ৾ଢ଼ୢ৽؞ଵ৶৾ౠ 

ْ৯ٓ

ୠ৴ॡজॽढ़ঝঃ५ి৷भથ૮दभढ़ॸ०জਯ

 ୠ৴ॡজॽढ़ঝঃ५धमؚਙ୰ऊै

भૻຎपम̸ଭਫ਼॑৷ःؚ৴ਢਯभණभૻຎ

୮୰ؚਗਟಉ॑৽थଫप୧୮ష॑ॊञी

मঐথ؞ॖॵॺॽشभ8ਫ਼॑৷ःञ؛

भ൧ੑ॑ਛखؚ॑ਭऐॊ৸थभୢਃঢ়

োরभਯؚૡभਯؚ৸৬भ

दુથखथ৷ःॊुभदँॊ؛মଢ଼भ৯मؚৈೡ

ਯؚୢાभৌਯఌக॑৯ਯؚਙશؚফೡયী

౼ዄኋ೩॑ૡऽद୯खؚୠ৴ॡজॽ

ؚਔঞঋঝؚಸোभથ૮ؚဦଛभથ૮ؚಡ

ढ़ঝঃ५ऋৰपୢৱ౺भ૨ऩਹ৷पᇽऋढ

ோႈ೩ؚোরभؚୠ৴ॡজॽढ़ঝঃ५ి৷

थःॊऊनअऊ॑ैऊपघॊऒधदँॊ؛

भથ૮॑ஆয়ਯؚક੨॑ඝਯधखञඝ

ْৌध্১ٓ

ਯ১पेॊੰෲ॑ষढञ؛ऩउથਔम

 ૣળৈೡઁୠ৴়पਗ਼டऔोञ

3 धखञ؛

ফাऊैফা൧ীभ'3&ঞ७উॺॹ

ْટٓ

॑ॱش৷ःथؚফাऊैফা

 ৌभফೡরఙகमୠ৴ॡজॽढ़ঝঃ५ి৷

भप౼ዄኋ ,&' ؟,[ ॑ം୰ؚਈৱ౺୰

ණ>@ؚৌසණ>@दँॉؚ੬ਙ ٫
ؚਙ  दँढञ؛

धखथোखञৈೡ॑ྴলखञ؛
जोैभअठؚपभୢਃঢ়पোखथः

 ੂোৎभਯमୠ৴ॡজॽढ़ঝঃ५

ॊ॑୯खؚਈીपফাऽदप

ి৷ණदથਔपಢऊढञ ̣ ؚSٙ ؛ख

भ੶ൗऋँॊ॑ৌधखञ؛

ऊखؚૡभਯधमથਔऩঢ়৴मৄैोङ

ফೡमୃୃؚਰୃୃؚਰभ

̣ ؚSٙ ؚ৸৬भਯधुથਔऩ

णभढ़ॸ०জपীథखञ؛ਔঞঋঝम-&6॑৷ःथ

ঢ়৴मৄैोऩऊढञ ̣ ؚSٙ ؛ऽञ

ᐈ؟0LOGؚᐈ؟0RGHUDWHؚᐈ؟6HYHUHपীథख

ؚ৸৬भୢાमୠ৴ॡজॽढ़ঝঃ५ి৷ණद

ञؚಸোधઞ৷भથ૮मजोझोীథख

થਔपৈऊढञ ̣ ؚSٙ 

ञ؛

ْઅٓ

ಡோႈ೩भ৹ତ॑ষअञीपੂؚোৎभ,&'

 ୠ৴ॡজॽढ़ঝঃ५ి৷ණपउःथੂো

॥ॻشऊै౼ഷଵ૩॑ःञ৹ତॳকشঝ९থಡ

ৎभਯऋથਔपಢऊढञਡम)ؚXMLQRैभ

ோႈ೩ਯ &&, ॑ੑखؚਰभणभ

'3&৹ਪॹ॑ॱش৷ःञਾઔधಱखथःॊ؛खऊ

ढ़ॸ०জपীథखञुभ॑৷ःञ؛ৈഷಓؚৈഷඪ

खऩऋैؚૡؚ৸৬भਯदमঢ়৴ऋৄैो

पणःथमશ৹ତखञ؛

ङؚୢાमৈःൊपँढञ؛

োরभमؚW3$ઞ৷ؚଫজঁؚযੵళลभથ

ऒोैभऒधऊैؚୠ৴ੑଵ৶મ॑खथ

૮पणःथजोझोীథखञ؛

ःॊਙ୰टऐदऩऎؚૡभୢਃঢ়पउ

೩भരਙ॑ढ़ॸ०জਯमᄄ২धસ়॑৷ःؚ৴

ऐॊ൧भఏ৲॑ষःؚଫपघॊऒध॑

ਢਯपमরఙகधীਜ਼೧॑৷ःथંखञ؛

ਤघॊੁभਏਙऋંྮऔोञ؛
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ૣળৈೡୢ২पउऐॊোୢાभୠત୷पঢ়घॊଢ଼
ٳ੩ानॉقృପপ৾প৾ୢ৽؞ଵ৶৾௧వك
ਧ   قృପপ৾প৾ୢ৾௺৾ਿୢ৾௧వك
ি قృପপ৾প৾ୢ৾௺৾ਿୢ৾௧వك
ৃୱ قృପপ৾ୢ৾ଢ଼ୢ৽؞ଵ৶৾ౠك
ْ৯ٓ

खञ؛

 ૣળৈೡযँञॉୢાमؚਛ



ফऊैফ৴ਢ৸বਜ਼दँॉؚजभৈྐྵਏ



मোୢपँॊऒधमষଢ଼दैऊपऩढ

ْટٓ

थःॊ؛ऽञؚৎपঽ৬શभୠત୷ुँॊ

 ৳૫ڭযँञॉোୢાৌखؚਈुਘः

ऒधुਾઔऔोथःॊ؛

ਫभৼঢ়॑ढथःञभमؚ୰෫યীશदमَ

 जऒदؚমଢ଼दमؚোୢાपणःथ୰෫
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͆the end result idea㸦᭱⤊⤖ᯝ
ࡢࢹ)͇ࡤࢀࡓࠋ
1951 ᖺࡣࠊ࣓ࣜ࢝ࡢ་Ꮫࡣྜྠࡋ࡚ࠊJCAH
㸦Joint Commission on Accreditation of
Hospitals㸧ࡤࢀࡿ⊂❧ࡋࡓ㝔ᶵ⬟ㄆドホ౯⤌⧊
ࢆタࡋࠊJCAH ࡢホ㆟ဨࡣㄆドホ౯⤌⧊ࡢ┠ⓗタᐃ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
1965 ᖺࠊAvedis Donabedian ࡣࠊ་⒪ࢆᵓ㐀ࠊࣉࣟ
ࢭࢫࠊ࢘ࢺ࣒࢝ࡢ 3 せ⣲࡛ホ౯ࡍࡁ࡛࠶ࡿᥦ
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ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣデ⒪ሗ㓘ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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࢜ࣂ࣐⤫㡿ࡣࠊ2010 ᖺࡢ 3 ᭶ 23 ᪥㸪The Patient
Protection and Affordable Care Act㸦་⒪ไᗘᨵ㠉ἲ㸧
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⒪ሗᢏ⾡ࡢಁ㐍ࠊண㜵་⒪ࡢ㔜ど࡛࠶ࡗࡓࠋ
࠙་⒪ࡢ㉁ᨵ㠉ࡢ⤌ࡢᵓ⠏ࡢ᪉ἲࠚ
 ་⒪ࡢ㉁ࢆ⤌⧊ⓗᨵၿࡍࡿ᭱ࡶ᭷ຠ࡞᪉ἲࡣࠊ㉁ࡢ
ᨵၿࢆ་⒪⤒Ⴀࡢᡓ␎ྵࡵࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋᡓ␎ࡣ┠
ᶆࡍࡿࣅࢪࣙࣥࡑࡢ⤌⧊ࡢ⌧≧ࡢࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵ
ࡿࡓࡵࡢ㐨➽ࢆ♧ࡍࣟࢪࢵࢡ࡛࠶ࡿࠋ㝔⤒Ⴀࡢᡓ␎ࡢ
どⅬࢆ㈈ົⓗᴗ⦼ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ་⒪ࡢ㉁ࠊᝈ⪅‶㊊ᗘࠊ
ᚑᴗဨࡢᏛ⩦ᡂ㛗࠸ࡗࡓ㠀㈈ົⓗᴗ⦼どⅬࢆే⏝ࡍ
ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⤌⧊ࡢάືࡀ㐺ṇ࠺ࢆุ᩿࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

࠙࠾ࢃࡾࠚ
࠙⡿ᅜࡢ་⒪ࡢ㉁ᨵၿࡢ᪉ἲࡢ⌧≧ࠚ
 ་⒪ࡢ㉁ࡢᐃ⩏ࡣࠊ
ࠕᅜẸ㐺ṇ࡞་⒪ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ

−86−

医療福祉経営マーケティング研究
第10巻 第1号
83 - 89, 2015

ࡢ⛬ᗘ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ་⒪ࡢ㉁ࡢࢽ࣮ࢬࡸᣦᶆࡣ་⒪ࢆྲྀࡾ
ᕳࡃ⫼ᬒࡼࡗ࡚ኚࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠸.ࢃࡀᅜ࡛ࡶ་⒪
ሗࢆ㏱᫂ࡋࠊಶࠎࡢ་⒪ᶵ㛵ࡀ་⒪ࡢ㉁ࢆᨵၿࡍࡿ
⤒῭ⓗ࡞ࣥࢭࣥࢸࣈࢆ࠼ࡿᨻ⟇ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ
࡞ࢁ࠺ࡀࠊಶࠎࡢデ⒪⾜Ⅽࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᗣ≧ែࡢ
ᨵၿࡘ࠸࡚ࡶ ᐃࡍࡿᚲせࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᚋࠊ」ᩘ
ࡢࡸ㞀ᐖࢆᢪ࠼ࡓ㧗㱋⪅ࡀせ࡞ᝈ⪅࡞ࡿࡇࢆ
⪃࠼ࢀࡤࠊ་⒪㐃ᦠࠊㆤ㐃ᦠࡢ㉁ࡸᝈ⪅ࡢQOLࡢホ౯
ࡶ㔜せ࡞ࡗ࡚࠸ࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋಶࠎࡢ་⒪ᶵ㛵࡛ࡶ
་ᖌࡀ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆྲྀࡾࠊ⤌⧊ⓗ࡞㉁ࡢᨵၿࢆ⾜࠼
ࡿ⤌ࡳࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࡇࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
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⤒Ⴀᨵ㠉࡛་⒪ࡢ㉁ࡣ࠺ኚࡍࡿ
⚟ᒸ┴⏣ᕝᕷ㝔ᴗ⟶⌮⪅ 㰻⸨ ㈗⏕

་⒪ࡢ㉁ࡢྥୖࡣ་⒪ᶵ㛵ࡗ࡚ᇶᮏⓗ
࡞㢟࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᐇ⌧ࡣ⤒Ⴀࡢ㉁ࡢྥୖࡀ
ྍḞᐃࡉࢀࡿࡀࠊ་⒪ࡢ㉁ࡢྥୖ⤒Ⴀ
ࡢ㉁ࡢྥୖࡢ㛵㐃ᛶࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲ࡣ
ᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
୍⯡ࠊ་⒪ࡢ㉁ࡢホ౯ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡣࠊ
㐺ษ࡞ホ౯ᣦᶆࡀ᫂☜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡸ
ከᩘࡢ㝔ࢆᑐ㇟ࡋࡓಙ㢗࡛ࡁࡿࢹ࣮ࢱ࣮
ࡀஈࡋ࠸ࡇ࡞ࡽࠊ᪉ἲㄽⓗไ⣙ࢆཷࡅ
࡚࠸ࡿࠋ
 ⡿ᅜ࡛ࡣࠊ་⒪ࡢ㉁ࡢホ౯ࡣ Donabedian ࣔ
ࢹࣝࢆᇶᮏࡋ࡚ホ౯ᣦᶆࡀᣑࡉࢀࠊ㝔ࣞ
࡛࣋ࣝࡢ་⒪ࡢ㉁ࢆホ౯ࡣࠊデ⒪ࠊࢧ࣮ࣅࢫࠊ
ࢥࢫࢺ࡛⾜ࢃࢀࡿࡇࡀከ࠸ࠋ
᭱㏆ࠊ㝔࡛ࣞ࣋ࣝࡢ་⒪ࡢ㉁ࡢྥୖࡣࠊ
་⒪ࡢ㉁⤒Ⴀࡢ㉁ࡢ୧❧ࢆ┠ᣦࡋࡓᡓ␎⤒
Ⴀࡢ㔜せᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸦᪂ᇛࠊ2014㸧ࠋ₇⪅
ࡶࠊྠᵝࡢ⤖ᯝࢆ♧၀ࡍࡿࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ་⒪ࡢ㉁ཬࡧ⤒Ⴀࡢ㉁ࡢホ౯ࡘ
࠸࡚ᴫㄝࡋࡓᚋࠊ་⒪ࡢ㉁ࡢྥୖ⤒Ⴀࡢ㉁ࡢ
ྥୖࢆᇶ㍈ࡋࡓᡓ␎⤒Ⴀࡀࠊ་⒪ࡢ㉁ࡢྥୖ
᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋ

㛤ጞࡉࢀࡓࠋ㝔ࡢ⏕࡞ࡽࡧ་⒪ࡢ㉁⤒
Ⴀࡢ㉁ࡢᨵၿࢆᇶ㍈ࡍࡿ⤒Ⴀᡓ␎ࢆᑟධࡋ
ࡓ୰ᮇᴗィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀᐇ⾜ࡉࢀࡓࠋ୪⾜ࡋ
࡚ࠊ┠ᶆ⟶⌮ࢆᐇࡋࠊ୰ᮇᴗィ⏬࡞ࡽࡧ
་⒪ࡢ㉁⤒Ⴀࡢ㉁ࡢ┠ᶆྥࡅ࡚ࡢ㐩ᡂ≧
ἣࢆ 25 ᖺᗘࡲ࡛ᖺᗘࡈホ౯ࡋࡓࠋ
⤖ ᯝ㸸ᨵ㠉ࡣ୰ᮇᴗィ⏬ἢ࠸ᐇ⾜ࡉࢀࠊ
㝔ࡢ⏕ࡣ┠ᶆ㏻ࡾࡰᐇ⌧ࡋࡓࠋࡑࢀ
ࡶࠊ་⒪ࡢ㉁⤒Ⴀࡢ㉁ࡢᨵၿࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ
┠ᶆྥࡅ࡚࡞ࡾ㐩ᡂࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㝿ࠊ་⒪
ࡢ㉁ࡢᨵၿࡣ⤒Ⴀࡢ㉁ࡢᨵၿࡼࡾࡶ㐜ࢀ࡚ㄆ
ࡵࡽࢀࡓࠋ
⤖ㄽ㸸་⒪ࡢ㉁⤒Ⴀࡢ㉁ࡢᨵၿࢆᇶ㍈ࡍ
ࡿᡓ␎⤒Ⴀࢆᑟධࡋࡓ⤒Ⴀᨵ㠉ࡼࡾࠊ⤒Ⴀ◚
ࡓࢇ㝗ࡗࡓ⏣ᕝᕷ❧㝔ࡣ⏕ࢆᯝࡓࡍ
ࡶࠊ་⒪ࡢ㉁ࡢྥୖࢆㄆࡵࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ
㝔࡛ࣞ࣋ࣝࡢ་⒪ࡢ㉁ࡢྥୖࡣࠊ་⒪ࡢ㉁
⤒Ⴀࡢ㉁ࡢ୧❧ࢆ┠ᣦࡋࡓᡓ␎⤒Ⴀࡢᑟධࡀ
᭷ຠ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ

࠙㸸୰ᑠ㒔ᕷࡢᆅᇦ୰᰾බ❧㝔ࠚ
┠ⓗ㸸⤒Ⴀ◚ࡓࢇ㝗ࡗࡓ⏣ᕝᕷ❧㝔㸦୍
⯡ᗋ 342 ᗋࠊ⚟ᒸ┴⏣ᕝᕷࠊᆅ᪉බႠᴗἲ
㒊㐺⏝㸧࠾࠸࡚ࠊ㝔ࡢ⏕ࢆ┠ᣦࡋࡓ⤒
Ⴀᨵ㠉ࡼࡗ࡚་⒪ࡢ㉁ࡀࡢࡼ࠺ኚࡍ
ࡿࡘ࠸᳨࡚ドࡋࡓࠋ
᪉ἲ㸸ᖹᡂ 22 ᖺᗘࡽ㒊㐺⏝⛣⾜ࡋࠊ
᪂タࡉࢀࡓ㝔ᴗ⟶⌮⪅ࡢୗ࡛⤒Ⴀᨵ㠉ࡀ

−88−

医療福祉経営マーケティング研究
第10巻 第1号
83 - 89, 2015

་⒪ࡢ㉁ࡢྥୖࡑࡢㄢ㢟

་⒪ࡢ㉁ࡢྥୖࡑࡢㄢ㢟
⪷㊰ຍᅜ㝿Ꮫ ሗࢩࢫࢸ࣒ࢭࣥࢱ࣮㛗 ᔱ⏣ ඖ
᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
་⒪ࡢ㉁ࡢྥୖࡑࡢㄢ㢟
⌧Ⅼࡢ᭱᪂ࡢ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐᇶ࡙
ࡃ་Ꮫⓗ▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆಶࠎࡢᝈ⪅ࡢ
≉ᛶᛂࡌ࡚ᢈุⓗ࡞ྫྷࡢࡶ
㐺 ⏝ ࡍ ࡿ Evidence-based Medicine
ࡢᴫᛕࡣࠊ1990 ᖺ௦ࡽᗈࡃ⮫ᗋ⌧
ሙཷࡅධࢀࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ་⒪ࡢ㉁ࡣ
ᵝࠎ࡞ಶேࡸᅋయ࡞ࡼࡾᐃ⩏ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᗈࡃ་⒪ᥦ౪ഃ࣭ཷ⤥ഃ
ཷࡅධࢀࡽࢀࡿᣦᶆࡣࠊ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ
ࡀ࠶ࡾࠊ་⒪ࡢ⤖ᯝࢆᨵၿࡍࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ㧗࠸ෆᐜࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡛
࠸ࡃࡘࡢ㡿ᇦ࡛᪥ᖖデ⒪ࢆᩘ್
ࡋィ ࡀ⾜ࢃࢀࠊᅜࡼࡗ࡚ࡣ┤᥋ⓗ
࡞ࣥࢭࣥࢸࣈࢆᣢࡗࡓ⤌ࡳࡶ
Ꮡᅾࡍࡿࠋ
⪷㊰ຍᅜ㝿㝔࡛ࡣ 2005 ᖺࡼࡾ་
⒪ࡢ㉁ࡢホ౯࠾ࡼࡧᨵၿࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㝔බㄆࡢ QI ጤဨ
࡛ࠊ㝔యࡋ࡚ᨵၿࡍࡁ㡯┠
ྛデ⒪⛉࣭㒊⨫ࡼࡾ 1㹼2 ᣦᶆࡢᩘ್
ࢆ㝔ෆබ㛤ࡋᨵၿάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀࡽࡢάືෆᐜࢆྵࡵ࡚ᖺ 1 ᅇ
100 ๓ᚋࡢ㉁ᣦᶆࡢ୍⯡බ㛤ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᨵၿࡢ᪉⟇ࡣᵝࠎ࠶ࡿࡀࠊ㢖ᗘ
ࡀ㧗ࡃከࡃࡢデ⒪⛉࡛デ⒪ࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿࡼ࠺࡞ Common disease ࡘ࠸࡚
ࡣ་Ꮫⓗ▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢ᭱᪂ࡀ᭷ຠ
࡛࠶ࡾࠊ㐺ษ࡞ࢱ࣑ࣥࢢࡼࡿ㐺ษ
࡞ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡣ་⒪ࣉࣟࢭࢫ
᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋᵝࠎ࡞ᨵၿࡢ᪉⟇ࡀ࠶ࡾ
ᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᭱⤊ⓗࡣデ⒪⌧
ሙ࡛ࡢ㉁ᨵၿࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ

᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
་⒪ࡢ౯್ࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊᵓ㐀࣭㐣
⛬࣭⤖ᯝࡔࡅ࡛ࡣ㐺ษホ౯ࡍࡿࡇ
ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡾࠊᆅᇦ
་⒪ࡢ౯್ࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊᵓ㐀࣭㐣
ᛶࠊ
་⒪ಖ㝤ไᗘࠊᑐ㇟ࡍࡿᝈ⪅⩌ࠊ
⛬࣭⤖ᯝࡔࡅ࡛ࡣ㐺ษホ౯ࡍࡿࡇ
ᥦ౪ྍ⬟࡞་⒪ࣞ࣋ࣝࠊ་⒪Ᏻࠊឤ
ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡾࠊᆅᇦ
ᰁᑐ⟇ࠊࣜࢯ࣮ࢫࡢ㓄ศࠊᝈ⪅࣭⫋ဨ
ᛶࠊ
་⒪ಖ㝤ไᗘࠊᑐ㇟ࡍࡿᝈ⪅⩌ࠊ
‶㊊ᗘ࡞ᐇᵝࠎ࡞㡯┠ࢆ⪃៖ࡋࠊ
ᥦ౪ྍ⬟࡞་⒪ࣞ࣋ࣝࠊ་⒪Ᏻࠊឤ
⤫ྜⓗホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲
ᰁᑐ⟇ࠊࣜࢯ࣮ࢫࡢ㓄ศࠊᝈ⪅࣭⫋ဨ
࡛ࡣᙜ㝔࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ་⒪ࡢ㉁
‶㊊ᗘ࡞ᐇᵝࠎ࡞㡯┠ࢆ⪃៖ࡋࠊ
ࡢྥୖࡘ࠸࡚ࡢᐇ㊶ࢆ࠸ࡃࡘ
⤫ྜⓗホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲
⤂ࡋࠊࡑࡢㄢ㢟⌧ᅾྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸
࡛ࡣᙜ㝔࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ་⒪ࡢ㉁
ࡿάືෆᐜࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ
ࡢྥୖࡘ࠸࡚ࡢᐇ㊶ࢆ࠸ࡃࡘ
⤂ࡋࠊࡑࡢㄢ㢟⌧ᅾྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸
ࡿάືෆᐜࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ
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ᇹᲱ ׅ၏ᨈኺփƷឋӼɥᄂᆮ˟
᳸ᄂᆮᎍƱܱោᎍƷݣᛅƴǑǔ᳸

ࠕᆅᇦ⤖ᆺ་⒪ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ

࣮ࡑࡢ⌮ㄽᐇ㊶ࠖ
ࠖ

ᖹᡂ  ᖺ㸶᭶  ᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼
ᕞᏛ་Ꮫ㒊࢟ࣕࣥࣃࢫ ⥲ྜ◊✲Ჷ㸯㝵
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  ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢸ࣮࣐㸸
ࠕᆅᇦ⤖ᆺ་⒪ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣮ࡑࡢ⌮ㄽᐇ㊶ࠖ
ࠖ
㛤           㸸
㸸㹼
㹼㸸
㸸 
㛗ᣵᣜ   ⏣ᕝᕷ㝔ᴗ⟶⌮⪅ࠊᕞᏛᏛ㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ≉ูᩍဨ㸦ඖ㸧  
㰻⸨ ㈗⏕     
ㅮ ₇          㸸
㸸㹼
㹼㸸
㸸 
Ϩ㸬⌮
⌮ㄽ  
ᗙ㛗㸸ᕞᏛᏛ㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙᑓᨷ㛗࣭ᩍᤵ 㤿ሙᅬ ᫂

ࠕᆅᇦ་⒪ᵓ࠾ࡅࡿᗋᩘ➼᥎ィࡢᯟ⤌ࡳ࠶ࡿࡁ་⒪ᥦ
ᥦ౪
యไࡢ᳨ウྥࡅࡓࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࠖ
₇ ⪅㸸ᅜ❧ࡀࢇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀࢇᑐ⟇ሗࢭࣥࢱ࣮ᐊ㛗 ▼ᕝ ࣋ࣥࢪ࣑ࣕࣥග୍
ϩ㸬ᐇ
ᐇ㊶  
ᗙ㛗㸸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே⟃ᚋᕷ❧㝔⌮㛗࣭㝔㛗 ྜྷ⏣ ṇ 

ࠕᆅᇦࡢ⾜ᨻ࣭་ᖌ୍యࡋࡓᆅᇦ་⒪ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠖ
ࠖ 
₇ ⪅㸸ᅜ❧㝔ᶵᵓ⚟ᒸᮾ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ 㝔㛗 ୖ㔝 㐨㞝
         
ఇ ᠁     㸸㹼㸸

ᗙ㛗㸸⚟ᒸᕷ❧㝔ᶵᵓ⚟ᒸᕷẸ㝔⌮㛗࣭㝔㛗 ➉୰ ㈼

ࠕ་⒪㐃ᦠࡽ♫㐃ᦠ㹼㉸㧗㱋♫ࠊேཱྀῶᑡᆅᇦ
࠾ࡅࡿ

ᛴᛶᮇ㝔ࡢㄢ㢟ࠖ
ࠖ      
₇

⪅㸸㣤ሯ㝔 㝔㛗 ᒾబ ⣖㍤

ᑐヰᙧᘧࡢウ㆟
      㸸
㸸㹼㸸
㸸  
ྖ㸸ᕞᏛᏛ㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙᑓᨷ㛗࣭ᩍᤵ 㤿ሙᅬ ᫂

⏣ᕝᕷ㝔ᴗ⟶⌮⪅ 㰻⸨ ㈗⏕      
   ᑐヰཧຍ⪅
 
ㅮ₇⪅ࠊᗙ㛗
     ᙜ᪥ฟᖍ⪅     
㛢ࡢ
ࡢᣵᣜ        㸸
㸸㹼㸸
㸸         
                   ་⒪ἲே㇏㈨⌮㛗 ຍ㔝 ㈨
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ᆅᇦࡢ⾜ᨻ࣭་ᖌ୍యࡋࡓᆅᇦ་⒪ࢆ┠ᣦࡋ࡚
ᅜ❧㝔ᶵᵓ⚟ᒸᮾ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ ୖ㔝㐨㞝ࠊỤᓮ༟ᘯࠊ㟷ᮌஂᜨ
㝔እ࡛ࡢሗά⏝ࡣ᭦㞴ࡋ࠸⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
ᆅᇦ㞀ᐖࢆᢪ࠼ࡓ㧗㱋⪅ࡀ⁄ࢀࡿ㏆ᮍ
ሗࡣ⏝⪅ࡀồࡵࡿሗࢆࠊồࡵࡿᙧ
᮶ࠊᡃࠎࡣఱࢆᡂࡍࡁࠋ⚟ᒸᮾ་⒪ࢭ
ᘧ࣭ᡭ㡰࡛౪⤥ࡋ࡚ึࡵ࡚ά⏝ࡉࢀࡿࠋ
ࣥࢱ࣮ࡣࠊᆅᇦࡢኌࢆඖ㝔ᆅᇦࡢ
࠙ᆅᇦ┠⥺ࡢሗࢆ▱ࡿヨࡳࠚ ᆅᇦࡢ
᪉ྥᛶࡢሗඹ᭷ࢩࢫࢸ࣒㸦㝔ྥࡅࡢᆅ
ồࡵࡿሗࢆ▱ࡿࡓࡵࠊ⢑ᒇ་ᖌᆅᇦ
ᇦሗࡢఏ㐩ࠊᆅᇦྥࡅࡢ㝔ሗࡢఏ㐩
ࡢከ⫋✀་⒪㐃ᦠ༠㆟ࠊᆅᇦὶᏛ⩦
ࢩࢫࢸ࣒㸧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➼࡛ࡢᆅᇦࡢከ⫋✀ࡢኌࡢ⫈ྲྀࠊᆅᇦࡢࢣ
࠙㝔ྥࡅࡢᆅᇦሗࡢఏ㐩ࢩࢫࢸ࣒ࠚ ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࢆᆅᇦ་⒪ㆤࡢᩍᖌࡋ
㧗㱋⪅ࡢከࡃࡣ」ᩘࡢࢆᢪ࠼ࠊ ࠎ
࡚㞠⏝ࡋࡓࠋ┳ㆤሗࡢ㞟ࠊ┳ㆤ᪥ㄅࠊ
ࡋ࡚㞀ᐖࢆేࡏᣢࡕࠊ」ᩘࡢ⸆ࢆ᭹⏝ࡋ
┳ㆤせ⣙ࡢෆᐜࢆ୍᪂ࡋࠊ㌿グసᴗ⮬ື
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢែࡣ ࠎࡋ࡚ᛴኚ
ࡋࡓ㟁Ꮚ┳ㆤせ⣙ࢆᑟධࡋࡓࠋ㟁Ꮚ┳
ࡋࠊᛴᛶᮇ㝔ᦙ㏦ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᝈ
ㆤせ⣙ࢆඖࠊᆅᇦ་⒪ᶵ㛵ࡢኌࢆ㞟ࡵ࡚
⪅ࡸࡁῧ࠺㧗㱋⪅ࡀṔࠊ⸆Ṕࢆⓗ☜
㟁Ꮚ┳ㆤせ⣙ࡢ⇍ᡂࢆᅗࡗࡓࠋᆅᇦ་⒪
་ᖌఏ࠼ࡿࡇࡣ㞴ࡋࡃࠊ㧗㱋⪅ࡢᩆᛴ
ࢆᵓᡂࡍࡿ」㞧࡛ከᒱரࡿከ⫋✀ࡢᙺ
་⒪ࡣ༴㝤ࢆక࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊᖹᡂ 18 ᖺࠊ ࢽ࣮ࢬࢆ⾜ᨻࡸᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊ
ࡾࡘࡅ་ࡀᝈ⪅ሗ㸦㧗㱋⪅ࡢ᪥ᖖ⏕
ᅾᏯ་⒪࣭ㆤ㐃ᦠ༠㆟➼ࡢሙ࡛㞟ࡋࠊ
άࠊデ⒪ෆᐜ㸧ࢆ๓Ⓩ㘓㝔ఏ࠼ࠊ
㟁Ꮚ࢝ࣝࢸᨵ㐀ࡢタィ⧅࠸࡛࠸ࡿࠋ
Ⓩ㘓㝔ࡣ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࢆ⏝࠸࡚ṇ☜࡞ᝈ⪅
࠙ồࡵࡿሗࢆసࡿヨࡳࠚ┳ㆤ࣭デ⒪࣭
ㄆドࢆ⾜࠸ࠊᝈ⪅ሗࢆά⏝ࡋ࡚㧗㱋⪅ࡢ
ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᇶᮏሗࢆ་⒪⫋ࡢ
ᩆᛴ་⒪ഛ࠼ࡿࠕ⢑ᒇᅾᏯ་⒪ࢿࢵࢺ࣡
せᮃᚑ࠸౪⤥ࡍࡿࠋḟ࠸࡛ࠊಶࠎࡢᴗົ
࣮ࢡࠖࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᚋࠊ⢑ᒇ་⒪ᅪእࡢ
ࢆᵓᡂࡍࡿ་⒪⫋ྥࡅࡢከ⫋✀ඹ㏻ධຊ⏬
」ᩘࡢᛴᛶᮇ㝔ࢆຍ࠼ࠊᝈ⪅ሗࢆඹ᭷
㠃㛵㐃⏬㠃సᡂࡋࠊᴗົᚲせ࡞ᇶᮏ
ࡋ࡚ཷࡅධࢀᶵ⬟ࢆྥୖࡉࡏࡓࠋᖹᡂ 26 ᖺࠊ ሗࢆ౪⤥ࡍࡿࠋྛ་⒪⫋ࡣඹ㏻⏬㠃ᴗົ
⢑ᒇᅾᏯ་⒪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࢹ࣮ࢱࢆ┴་
㡯ࢆධຊࡋ࡚ሗࢆඹ᭷ࡋ࡚ࠊ᭦࡞ࡿᴗ
ᖌࡢࡧ࠺ࡵࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⛣⟶ࡋ࡚ࠊ
ົࢆ㐙⾜ࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊ⸆ᖌࡣ┳ㆤ
⚟ᒸ┴ୗࡢᣑᙇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ሗࢆඖⓗ☜࡞᭹⸆ᣦᑟࢆ⾜࠸ࠊ┳ㆤᖌ
࠙ᆅᇦྥࡅࡢ㝔ሗࡢఏ㐩ࢩࢫࢸ࣒ࠚ
ࡣ᭹⸆ᣦᑟࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋࠊ᭦ࠊ⸆
㝔ࡣ་ᖌ┳ㆤᖌࡀ 24 㛫ᖖ㥔ࡋࠊከ
ᖌࡣࣔࢽࢱࣜࣥࢢᚑࡗ࡚ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ
ᒱࢃࡓࡿ་⒪⫋ࡀᚑࡋ࡚ࠊᆅᇦ་⒪
㝔ෆᴗົ㸦ᝈ⪅ᣦᑟࠊ㹇㹁㸪ࢳ࣮࣒་⒪➼㸧
Ḟࡍࡀ࡛ࡁࡎࠊᆅᇦ࡛ࡣᚓࡿࡇࡢ࡛
⏝ࡢከ⫋✀ඹ㏻ධຊඹ᭷⏬㠃ࢆ⣔⤫ⓗᩚ
ࡁ࡞࠸ሗࡀ⁄ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ┳ㆤᖌࡣ
⌮ࡋ࡚ࢧ࣐࣮ࣜ࣍ࣝࢲ࣮᱁⣡ࡋࠊ㝔ෆእ
ᖜᗈࡃࠊᖹ࡛᫆ேࡀ⌮ゎྍ⬟࡞ሗࢆ㞟
ࡢሗ㸦ᆅᇦࡣ㟁Ꮚ፹య࡛౪⤥㸧ࢆఏ㐩
ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢁࡀࠊ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡣࠊಶࠎ
ࡍࡿࠋࡾࡘࡅ་ࡣᆅᇦࡢ་⒪⫋㝔
ࡢ⫋✀ࡀᑓ⏝⏬㠃ධຊࡋࠊྛࠎࡀ㜀ぴࡍ
ሗࢆᥦ౪ࡋ࡚ࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿሗඹ᭷ࢆ
ࡿᵓ㐀࡛ࠊ㝔ෆ㒊㛛ࡢά⏝ࡣ㞴ࡋࡃࠊ
ᙉࡍࡿࠋ
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ࠕ་⒪㐃ᦠࡽ♫㐃ᦠ㹼㉸㧗㱋♫ࠊேཱྀῶᑡᆅᇦ࠾ࡅࡿᛴᛶᮇ㝔ࡢ
ࡢㄢ㢟ࠖ
ࠖ
㣤ሯ㝔 ⤒Ⴀ⟶⌮㒊 㝔㛗 ᒾబ⣖㍤

㣤ሯ㝔ࡀ⨨ࡍࡿࠕ⟃㇏ࠖࡤࢀࡿ
ᆅᇦࡣࠊࡘ࡚ࠊ᪥ᮏࡢ▼Ⅳࡢ༙ศ௨ୖࢆ
ฟⅣࡋࠊ᫂ࡢ⏘ᴗ㏆௦ࠊᡓᚋࡢ⯆ࢆ
ᨭ࠼ࡿࡇࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦࡋ࡚ࡶᰤ࠼ࡓࠋ
᪤▱ࡢ࠾ࡾࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮㠉ࡼࡾࠊࡑ
ࡢᆅࢆ▼ἜዣࢃࢀࡿࠊⅣ㖔ࡣࡍ࡚
㛢ᒣ࡞ࡾࠊேཱྀࡣࡁࡃῶᑡࡋࡓࠋ௬
ࡑࢀࢆࠕ➨୍Ἴࠖࡍࡿ࡞ࡽࠊ⌧ᅾ㐍⾜ᙧ
ࡢேཱྀῶᑡࡣࠕ➨Ἴࠖ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ
ᖺࠊ᪥ᮏ⏕㆟࣭ேཱྀῶᑡၥ㢟᳨ウ㒊
ࡀⓎ⾲ࡋࡓࠗᅜᕷ༊⏫ᮧูࠕ㸰㸮㹼㸱
㸷ṓዪᛶࠖࡢᑗ᮶᥎ィேཱྀ࠘ࡼࡿࠊ⟃
㇏ᆅᇦ㸯㸳ᕷ⏫ᮧࡢ࠺ࡕࠊ㸷ᕷ⏫ᮧࡀࠕᾘ
⁛ྍ⬟ᛶᕷ⏫ᮧࠖࡉࢀࡓ㸦ࡇࢀࡣࠊ㸰㸮
ṓࡽ㸱㸷ṓࡢዪᛶࡢᩘࠊேཱྀ⏕⏘ຊ
ࡽぢࡓ᥎ィ࡛࠶ࡿ㸧ࠋ
ᅋሢࡢୡ௦ࡀ㸵㸳ṓ௨ୖ࡞ࡾࠊୡᖏ
ࡢ㸲ศࡢ㸯௨ୖࡀ㧗㱋⪅ࡢࡳࡢୡᖏ࡞ࡿ
ࠕ㸰㸮㸰㸳ᖺၥ㢟ࠖ㛵ࡋ࡚ࠊᨻᗓࡢ♫
ಖ㞀ไᗘᨵ㠉ᅜẸ㆟ࡀᥦၐࡋࡓࠕᆅᇦໟ
ᣓࢣࠖࢩࢫࢸ࣒ࡀᑟධࡉࢀࠊᨻ⟇ࡋ࡚
᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋⪅ࡢ་⒪ࡣࠊධ㝔୰
ᚰࡢ㝔⤖ᆺࡽࠊ⮬Ꮿࡸㆤタࡶྵ
ࡵࡓᆅᇦయ࡛ᨭ࠼ࡿ⤌ࡳࡢ㌿ಁ㐍
࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᆅᇦ་⒪ᔂቯࠖࡢ௦ẚ㍑ⓗඃ
㐝ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓᛴᛶᮇ㝔ࡶࡸእ࡛ࡣ

࡞࠸ࠋ
ࠕᆅᇦໟᣓࢣࠖࡢഃࡇࡑࠕ㘊ࡢᚚ
ࠖࡣ࠶ࡾࠊᩆᩆᛴࢭࣥࢱ࣮ࢆᣢࡘᛴᛶ
ᮇ㝔࠸࠼ࡶࠊࡑࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ୍⎔
ࡋ࡚ࡢࡳᏑ⥆ࢆチࡉࢀࡿ࠸࠺௦ኚࢃ
ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ
ࠕ㸰㸮㸰㸳ᖺၥ㢟ࠖࡣࡇࢀࡔࡅ
ࡲࡽ࡞࠸ࠋ㒔ᕷᅪ㐪࠸ࠊᆅ᪉࠾࠸
࡚ࡣඛ㏙ࡋࡓேཱྀῶᑡࠊ࡞ࢇࡎࡃປᖺ
㱋ேཱྀࡢῶᑡࡣ῝้࡛࠶ࡿࠋ㝔ົ⪅ࢆ
㍮ฟࡍࡿປാᕷሙࡢ⦰ᑠࢆពࡍࡿࡽ࡛
࠶ࡿࠋ
㝔ࡣᆅᇦࡢබඹ㈈࡛࠶ࡿࠋᆅᇦࡢ⦰ᑠ
ࡣ㝔ࡢ⤒Ⴀᇶ┙ࢆᦂࡿࡀࡍࠋᨻᗓࡣࠕࡲ
ࡕ࣭ࡦ࣭ࡋࡈ⏕ᮏ㒊ࠖࢆ❧ࡕୖࡆࠊ
ᆅ᪉ᆅᇦ⏕ࢆಁࡍࠋࡋࡋࠊ᪥ࡲ࡛
ฟ᮶࡞ࡗࡓࡇࡀࠊ࠶ࡿ᪥ࠊ✺↛ฟ᮶ࡿ
ࡼ࠺࡞ࡿࢃࡅࡣ࡞ࡃࠊ࠸ࡃࡘࡢእࢆ
㝖ࡁࠊከࡃࡢᆅ᪉⮬యࡀᶍ⣴ࡢ┿ྈ୰
࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊඛ⾜ࡋ࡚ேཱྀῶᑡࠊ
㉸㧗㱋♫✺ධࡋࡓ⟃㇏ᆅᇦ࠾ࡅࡿ㣤
ሯ㝔ࡢࠕᆅᇦໟᣓࢣࠖࠕᆅᇦ⏕ࠖ
ᑐࡍࡿྲྀ⤌ࡳࡘ࠸࡚㏙࡚ࡳࡓ࠸ࠋ≉
ຠ⸆ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠶ࡿࡢࡣᑗ᮶ࢆ
ぢᤣ࠼ࡘࡘࠊ┠ࡢ๓ࡢㄢ㢟┿ᦸྥࡁྜ
࠺ᆅ㐨࡞άືࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ
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࠙ᐃ◊✲ሗ࿌ࠚ
ᖹᡂ 26 ᖺ 10 ᭶ 2 ᪥
་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲⌮㛗 㤿ሙᅬ᫂

➨ 42 ᅇ◊✲ሗ࿌ 2014 ᖺᗘデ⒪ሗ㓘ᨵᐃᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒

ࠕ♫ಖ㞀ไᗘᨵ㠉ᅜẸ㆟ࠖࡢሗ࿌ୡ࡛ࡣࠊ་⒪࣭ㆤศ㔝ࡢᨵ㠉࡛ࡣࠊᚲせࡉࢀࡿ་⒪ࡢෆᐜࡣࠊ
ࠕ㝔⤖
ᆺࠖࡽࠊᆅᇦయ࡛ࡋࠊᨭ࠼ࡿࠕᆅᇦ⤖ᆺࠖኚࢃࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕᚲせ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆᑗ
᮶ࢃࡓࡗ࡚☜ᐇ☜ಖࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ་⒪࣭ㆤ㈨※ࢆࡼࡾᝈ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ㐺ྜࡋࡓຠ⋡ⓗ࡞⏝ࢆᅗࡾࠊᅜẸ
ࡢ㈇ᢸࢆ㐺ṇ࡞⠊ᅖᢚ࠼࡚࠸ࡃດຊࡀᚲせࡋࠊᕷሙࡢຊ࡛ࡶ࡞ࡃࠊࢹ࣮ࢱࡼࡿไᚚᶵᵓࢆࡶࡗ࡚་⒪ࢽ࣮ࢬᥦ
౪యไࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆᅗࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜❧ࢆ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࢆཷࡅࠊ ᖺ  ᭶
㸯᪥⾜ࡉࢀࡓ➨㸴ḟ་⒪ἲᨵṇ࡛ࡣࠊࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ಖ㞀ไᗘࡢ☜❧ࢆᅗࡿࡓࡵࡢᨵ㠉ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊᇶ࡙
ࡃᥐ⨨ࡋ࡚ࠊຠ⋡ⓗࡘ㉁ࡢ㧗࠸་⒪ᥦ౪యไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࢆ㏻ࡌࠊ
ᆅᇦ࠾ࡅࡿ་⒪ཬࡧㆤࡢ⥲ྜⓗ࡞☜ಖࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ་⒪ἲࠊㆤಖ㝤ἲ➼ࡢ㛵ಀἲᚊࡘ࠸࡚ᡤせࡢᩚഛ➼ࢆ
⾜࠺ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚➨㸴ḟ་⒪ἲᨵṇ࡛ࡣࠊ୍⯡ᗋࡢᶵ⬟ศ࣭㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡋࠊᛴᛶᮇேⓗ㈨※ࢆ㞟୰ࡍ
ࡿ࡞ࡢᙉࢆᅗࡿࡓࡵࠊࠕᗋᶵ⬟ሗ࿌ไᗘࠖࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྛ་⒪ᶵ㛵ࡣ୍⯡ᗋ⒪㣴ᗋࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ
᭷ࡍࡿᗋᶵ⬟ࡢ⌧≧ᚋࡢ᪉ྥࠊධ㝔ᝈ⪅ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ་⒪ࡢලయⓗ࡞ෆᐜࢆࠊᲷ༢࡛㒔㐨ᗓ┴ሗ࿌ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋሗ࿌ࢆཷࡅࡓ㒔㐨ᗓ┴ࡀᆅᇦࡢ་⒪ᶵ㛵ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿᗋᶵ⬟ࡢሗࢆᢕᥱ࣭ศᯒࡍࡿࡶࠊ་
⒪ᶵ㛵ࡼࡿᶵ⬟ศ㺃㐃ᦠࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆಁࡍࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᖺᗘデ⒪ሗ㓘ᨵᐃࡣࠊࡇࢀࡽࡢࣅ
ࢪࣙࣥࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ⾜ࢃࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᅇࡢᨵゞ࡛᭱ࡢࢸ࣮࣐࡞ࡗࡓࡢࡀࠊ㐣࡞  ᑐ  ᗋࡢ⤠ࡾ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊ ᗋ࠶ࡿ  ᑐ  ᗋࡣ㐣
࡛࠶ࡾࠊᚲせࡉࢀࡿ㧗ᗘᛴᛶᮇᗋ  ᗋࡍࡿࡓࡵࡢᑐ⟇ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢලయ⟇ࡀࠊ  㔜ᗘࠊ་⒪㺃┳ㆤᚲ
せᗘᇶ‽ࡢཝ᱁ࠊ  ≉ᐃ㝖እไᗘࡢᗫṆ㸦㞴࡞ࡢᝈ⪅ࢆᖹᆒᅾ㝔᪥ᩘࡢ⟬ᐃࡽ㝖እࡍࡿࡇ㸧
ࠊ
㸦㸧ᝈ⪅ࡢ⮬
Ꮿ࡞ࡢ㏥㝔ྜ㺀㸣௨ୖ㺁ࡢせ௳ࡢᑟධࠊ  ▷ᮇᅾᡭ⾡➼ᇶᮏᩱ  ࡢ⟬ᐃᝈ⪅ࡢᖹᆒᅾ㝔᪥ᩘࡽࡢ㝖እ࡛࠶
ࡗࡓࠋධ㝔ᝈ⪅ࡢ≧ែ࡞㛵ࡍࡿ」ᩘࡢせ௳ࢆ୍Ẽཝ᱁ࡋࠊẚ㍑ⓗ㍍࡞ᝈ⪅ࢆከࡃᢪ࠼ࡿ  ᑐ  㝔ࢆࡩࡿ࠸
ࡅࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋḟࠊᚑ᮶ࡢளᛴᛶᮇධ㝔་⒪⟶⌮⛉ࢆᗫṆࡋࠊᆅᇦໟᣓࢣᲷධ㝔ᩱ㺃ධ㝔་⒪⟶⌮⛉ࢆ
タࡋࡓࠋᆅᇦໟᣓࢣᲷࡣࠊᛴᛶᮇᚋࡢᝈ⪅ࢆཷࡅධࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᅾᏯᝈ⪅ࡀᛴᛶቑᝏࡋࡓ㝿ࡢ୍ධ㝔タ
ࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡍࠊࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᐇࡼࡾᅾᏯᖐࡶᢸ࠼ࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ㝔ᶵ⬟ࡢᨵ㠉㛵ࡍࡿࡶ࠺
୍ࡘࡢ≉ᚩࡣࠊᗋᅾᏯᖐせ௳ࡀタࡅࡽࢀࡓࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣளᛴᛶᮇᅇᮇࡋᅾᏯᖐᶵ⬟ࢆ
ồࡵࡿ⤌ࡳࡀ࡞ࡗࡓࡀࠊࡇධ㝔ࡋ࡚ࡶ᭱ᚋࡣᚲࡎᝈ⪅ࡀ⮬Ꮿᡠࢀࡿᙧࡀᩚ࠼ࡽࢀࡓࠋࡇࡢධ㝔་⒪࡛ࡣࠊ
 ᑐ 㺃 ᑐ  Ჷ࡞㝈ࡗ࡚࠸ࡓࢹ࣮ࢱᥦฟຍ⟬ࡢ⟬ᐃᑐ㇟ࢆᲷᣑࡋࡓࠋデ⒪ࢹ࣮ࢱࡼࡾࠊ㟂⤥ࣂࣛࣥࢫ
ࢆ

ᐃࡋ࡚ࠊᗋࡢ⦅ࢆಁ㐍ࡋࡓ࠸ཌປ┬ࡢ≺࠸ࡀ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ

 ୍᪉ࠊᆅᇦ࡛ࡣ㧗㱋⪅ఫᏯࡢ౪⤥ࠊᐃᮇᕠᅇ࣭㝶ᑐᛂࢧ࣮ࣅࢫࠊᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤ࣭」ྜᆺࢧ࣮ࣅࢫࡢᣑ
ࡀ㐍⾜୰࡛࠶ࡿࠋᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛࡣ㡰ㄪ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡳ࡚࠸࠸ࠋ࠸ࡎࢀࡏࡼࠊ」ྜタ㧗㱋⪅ఫᏯ
ࡢࢥࣥࣉࣞࢵࢡࢫࡀࠊᚋࡢᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢ᰾࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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➨ 43 ᅇ◊✲ሗ࿌ 㧗㱋⪅་⒪ไᗘࡢ⏕ྥࡅ࡚
 ⌧⾜ࡢ㧗㱋⪅་⒪ไᗘࡣᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪ไᗘ๓ᮇ㧗㱋⪅་⒪ไᗘࡢ  ࡘࡽᡂࡾࠊ ᖺᡂ❧ࡋࡓࠕ㧗㱋⪅ࡢ
་⒪ࡢ☜ಖ㛵ࡍࡿἲᚊ㸦㧗☜ἲ㸧
ࠖᇶ࡙ࡁ  ᖺ㸲᭶ࡽⓎ㊊ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ᑐࡋ࡚ࡣ᪂ࡓ
࡞ไᗘࢆタࡋࠊ⪁ேಖไᗘࡢ⤌ࡳࡣ๓ᮇ㧗㱋⪅་⒪ไᗘࡋ࡚ṧࡉࢀࠊ㏥⫋⪅་⒪ไᗘࡣᗫṆࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗ
ࡓࡶᤊ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪ไᗘࡣ  ṓ௨ୖࡢ⪅ࢆ㸯ࡘࡢ⿕ಖ㝤⪅㞟ᅋࡋࡓ⊂❧ᆺࡢಖ㝤ไᗘ࡛࠶ࡾࠊ ṓ฿㐩ࡍࡿࡍ
࡚ࡢ⪅ࡀࡇࡢไᗘ⛣⾜ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪ไᗘࡢ㈈※ࡣ㸪ᚋᮇ㧗㱋⪅ࡢಖ㝤ᩱࡀ 㸣ࠊ⌧ᙺୡ௦ࡢಖ㝤
ᩱࡽࡢᨭ㔠ࡀ 㸣ࠊබ㈝ࡀ 㸣࡛㈥ࢃࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࡀࠊᚋᮇ㧗㱋⪅⌧ᙺୡ௦ࡢேཱྀᵓᡂࡀኚࡍࡿࡓࡵࠊ
ἲᚊୖࡣࠊ ᖺᗘ௨㝆ࡣ  ṓᮍ‶ࡢேཱྀࡢῶᑡ⋡ࡢ  ศࡢ㸯ࡢྜ࡛ᘬࡁୖࡆࡽࢀࠊ⌧ᙺୡ௦ࡽࡢᨭ㔠ࡢྜ
ࡣᘬࡁୗࡆࡽࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋᙜึࡣಖ㝤⪅ᨭ㔠ࡘ࠸࡚ࡣᇶᮏⓗྛಖ㝤⪅ࡢຍධ⪅ᩘ㸦๓ᮇ㧗㱋⪅ࢆྵࡴ㸧࡛
ᣨศࡋ㈇ᢸࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᕷ⏫ᮧᅜಖ༠ࡅࢇࡱࡢಖ㝤⪅ࡋ࡚ࡢ⬤ᙅᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ ᖺᗘ௨㝆ࡣࠊ
⿕⏝⪅ಖ㝤⪅㛫ࡢᣨศ᪉ἲࢆࡑࢀࡒࢀࡢᡤᚓ㢠ᛂࡌࡓ⥲ሗ㓘ࢆ ࠊຍධ⪅ࢆ  ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡉࡽࠊ
 ᖺᗘࡣ⥲ሗ㓘ࢆ ࠊຍධ⪅ࢆ ࠊ ᖺᗘࡣ⥲ሗ㓘ࢆ ࠊຍධ⪅ ࠊ ᖺᗘࡣ㠃ሗ㓘ࡍ
ࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
๓ᮇ㧗㱋⪅་⒪ไᗘ࡛ࡣ  ṓ㐩ࡋࠊ๓ᮇ㧗㱋⪅࡞ࡗ࡚ࡶ  ṓ㐩ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࡣ⌧ᅾຍධࡋ࡚࠸ࡿྛ་⒪ಖ㝤
⪅ࡼࡾࠊ⒪㣴ࡢ⤥ࡸ㧗㢠⒪㣴㈝➼ࡢ⤥ࠊಖᴗࢆᚑ᮶࠾ࡾཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢไᗘࡣࠊ ṓ௨ୖ 
ṓᮍ‶ࡢ⪅ࡢຍධ⋡╔┠ࡋಖ㝤⪅㛫࡛㈈ᨻㄪᩚࡍࡿ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ๓ᮇ㧗㱋⪅་⒪ไᗘࡣࠊ๓ᮇ㧗㱋⪅ࡀᅜẸᗣಖ
㝤೫ᅾࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇࢀࢆㄪᩚࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࠊࡢಖ㝤⪅ࡶྠࡌ๓ᮇ㧗㱋⪅ຍධ⋡ ᅜᖹᆒ ௬ᐃࡋ࡚ࠊ
๓ᮇ㧗㱋⪅་⒪⤥㈝ࢆㄪᩚࡍࡿ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢃࡀᅜࡢᗣಖ㝤ไᗘࡣࠊ๓ᮇ㧗㱋⪅㔠ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⿕⏝⪅
ᗣಖ㝤ไᗘࡽᕷ⏫ᮧᅜಖࠊᚋᮇ㧗㱋⪅㔠ࢆ㏻ࡌ࡚⿕⏝⪅ᗣಖ㝤ࡽᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪ไᗘᡤᚓࢆศ㓄ࡍࡿ
⤌ࡳࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊᚋᮇ㧗㱋⪅ࡢ་⒪㈝ࡢከࡃࡣࠊ㛗ᮇධ㝔ࡢࡓࡵࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋデ⒪ᐇែࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ
 ᖺࡣࡌࡲࡿ  ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟་⒪㈝ࡀ↓ᩱࡉࢀࡓࡇ㉳ᅉࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊ㝔ࡀᩘከࡃ㛤タࡉࢀࠊ
 ᖺ➨୍ḟ་⒪ἲᨵṇࡀ⾜ࡉࢀࠊᗋᩘࡀつไࡉࢀࡿࡲ࡛ࠊᗋᩘࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋᅾᏯ࡛⒪㣴ࢆ⥅⥆࡛ࡁ࡞
࠸㧗㱋⪅ࡀ㝔ධ㝔ࡋࠊࡑࡇ࡛┳ྲྀࡽࢀࡿࡇࡀ୍⯡ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊྛ㒔㐨ᗓ┴ࡢᗈᇦ㐃ྜ
ࡀࠊ⾜ᨻ㐃ᦠࡋ࡚៏ᛶᝈࢆᣢࡗࡓ㧗㱋⪅ࡀ་⒪ᶵ㛵ධ㝔ࡏࡎᅾᏯ⒪㣴ࢆ⥅⥆࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞་⒪ᥦ౪యไࡢᵓ⠏
ࡸࠊ㧗㱋⪅ࣃ࣮ࢺ➼ࡢධᒃタ࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞ㆤᥦ౪యไࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ
ᚋᮇ㧗㱋⪅ࡀᮃࡲ࡞࠸ᘏ⒪ࢆཷࡅ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࣜࣅࣥࢢ࣭࢘ࣝࢆ⾲࡛᫂ࡁࡿ⤌ࡳࡢᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡶ࠶ࡿࠋ
ไᗘⓗ࡞ᨵ㠉ࡋ࡚ࡣࠊᚋᮇ㧗㱋⪅ࡢ㛗ᮇࢣࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ୍ඖࡋࠊྠ୍ࡢ㈈ᨻ࣭ᨭᡶ࠸ไᗘࡼࡗ࡚⤫ྜࡍࡿࡇ
ࡶ᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᆅᇦໟᣓࢣࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊ㛗ᮇ㧗㱋⪅ࡢ㛗ᮇධ㝔ࡸᮃࡲ࡞࠸ᘏ⒪ࡀ
ῶᑡࡋࠊᚋᮇ㧗㱋⪅ࡢ་⒪㈝ࡀ㐺ṇࡉࢀࠊ㧗㱋⪅ࡢ 42/ ࡶᨵၿࡉࢀࡿࡇࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
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➨ 44 ᅇ◊✲ሗ࿌ ࢹ࣮ࢱ࣊ࣝࢫィ⏬ಖ㝤⪅ᶵ⬟

་⒪ಖ㝤࠾࠸࡚ࠊಖ㝤⪅ࡣ㈈※ࢆㄪ㐩ࡋࠊ⿕ಖ㝤⪅་⒪ࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᮏ᮶ࡣࠊಖ㝤⪅ࡣ᭱ప㝈ࡢ
㈇ᢸ࡛᭱㧗ࡢ་⒪ࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧ᅾࡣ་⒪ಖ㝤ࡢࡁࡲࡾࡣᅜࡀసࡗ
࡚࠾ࡾࠊಖ㝤⪅ࡣࡑࢀᚑ࠺ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇࡀ་⒪ࡢຠ⋡㉁ࡢྥୖࢆጉࡆ࡚࠸ࡿഃ㠃ࡀ࠶ࡿࡇࡀᣦࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࢃࡀᅜࡢಖ㝤⪅ࡣ་⒪ಖ㝤ࡢຠ⋡ࡸ㉁ࡢྥୖࡢ㈉⊩ࡣࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᅜࡢ࢚࣮ࢪ࢚ࣥࢺࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡋ࡞࠸ࠋ
 
ࡋࡋࠊಖ㝤⪅ࡀ୍᪉ⓗ⿕ಖ㝤⪅ࡸ་⒪ᶵ㛵ධࢆ⾜࠼ࡤࠊᅜẸࡢⓎࢆᣍࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ⌧≧࡛ࡣࠊಖ㝤⪅
ࡣ⿕ಖ㝤⪅ࡢ࢚࣮ࢪ࢚ࣥࢺࡋ࡚ാ࠸ࡓୖ࡛⿕ಖ㝤⪅ࡢಙ㢗ࢆᚓ࡚ࠊ་⒪ᶵ㛵ࡢ༠ㄪ㛵ಀࢆ⤖ࡪࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵࡣࠊ⌧⾜ࡢไᗘつไ࡛⾜࠸࠺ࡿࠊ་⒪ᶵ㛵ሗ㞟࣭ゎᯒࠊデ⒪ࡢ࢘ࢺ࣒࢝ホ౯ࠊಖ㝤ຍධ⪅ࡢᗣ⟶⌮ࠊཷ
デᣦᑟࠊ་⒪ᶵ㛵ಖ㝤⪅ࡢ┤᥋ᑐヰ㸦ሗࠊᝈ⪅ᗣ⟶⌮㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀඃඛࡉࢀࠊࢹ࣮ࢱ࣊ࣝࢫィ⏬ࡀ
ᑟධࡉࢀࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࢹ࣮ࢱ࣊ࣝࢫィ⏬ࡣࠊಖ㝤⪅ࡀಖ᭷ࡍࡿ⿕ಖ㝤⪅ࡢሗࢆά⏝ࡋࠊ3'&$ ࢧࢡࣝࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡢᗣ࡙ࡃࡾ
ࡸண㜵ࠊ㔜ண㜵ࡘ࡞ࡆࡿᴗ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᖹᡂ  ᖺࡢ᪥ᮏ⯆ᡓ␎ࡸᗣ࣭་⒪ᡓ␎ࡶྲྀࡾୖࡆࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ3 ィ⏬ ࡛ࡣࠊ
ࠕᗣ࣭་⒪ሗࢆศᯒࡋࠊຍධ⪅ࡢᗣㄢ㢟ࢆ᫂☜ࡋࡓୖ࡛ࠊᴗࢆ⏬ࡍࡿࠖࡇ࡛࠶ࡿࠋ
' ᐇ ࡛ࡣࠊ
ࠕ㈝⏝ᑐຠᯝࡢほⅬࡶ⪃៖ࡋࡘࡘࠊຍධ⪅⮬ࡽࡢ⏕ά⩦័➼ࡢၥ㢟ⅬࢆⓎぢࡋࡑࡢᨵၿࢆಁࡍࡓࡵࡢྲྀ
⤌ࡳࠊ⏕ά⩦័ࡢⓎࢆண㜵ࡍࡿࡓࡵࡢ≉ᐃಖᣦᑟ➼ࡢྲྀ⤌ࡳࠊ⏕ά⩦័ࡢ≧ࡢ㐍ᒎཬࡧྜేࡢⓎࢆᢚ࠼
ࡿࡓࡵࡢ㔜ண㜵ࡢྲྀ⤌ࡳࠖࢆ⾜࠺ࠋ& ホ౯ ࡛ࡣࠊ
ࠕᐈほⓗ࡞ᣦᶆࢆ⏝࠸࡚ಖᴗࡢホ౯ࠖࢆ⾜࠺ࠋ$ ᨵၿ ࡛ࡣࠊ
ࠕホ౯⤖ᯝᇶ࡙ࡁᴗෆᐜ➼ࠖࢆぢ┤ࡍࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡢᆅᇦ࣭⫋ᇦ㐃ᦠ᥎ᴗ㛵ಀ⪅㆟࠾࠸࡚ࠊཌ⏕ປാ┬ࡣಖ㝤⪅ࡼࡿ㟁Ꮚࣞࢭࣉࢺࡢಖᴗ
ࡢά⏝ࢆ⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡣࠊࠕཷデࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎᮍཷデ࣭ཷデ୰᩿ࡢ⿕ಖ㝤⪅ᑐࡍࡿཷデ່
ዡࠖ
ࠊ
ࠕ៏ᛶᝈࡢᝈ⪅ಖᣦᑟࢆ⾜࠺㔜ண㜵ࠖ
ࠊ
ࠕ㔜」࣭㢖ᅇཷデ⪅㐺ṇ࡞ཷデࡢᣦᑟࢆ⾜࠺ゼၥᣦᑟࠖ
ࠊ
ࠕ㔜」
᭹⸆⪅㐺ṇ࡞᭹⸆ࡢᣦᑟࢆ⾜࠺ゼၥᣦᑟࠖ࡞ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢹ࣮ࢱ࣊ࣝࢫィ⏬ࡢ⟇ᐃ࠶ࡓࡾࠊᅜᗣಖ㝤༠⚟ᒸᨭ㒊࡛ࡣᖹᡂ  ᖺᗘࡽᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔༠
ຊࡋ࡚ಖᴗ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱศᯒࢆᐇࡋࠊᴗ࣭ຍධ⪅ᑐࡋ࡚✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡗࡓࠋᅇࡣࠊ
⏕ά⩦័ண㜵デࢆཷデࡢ᭷↓ࡼࡿ་⒪㈝ཬࡧཷデ㢖ᗘ࣭ಖᣦᑟࡢཷデࡼࡿ࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡೃ⩌ࡢ⨯ᝈࡢ᭷↓
ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇࡋࡓࠋ
ࢃࡀᅜࡣ㧗㱋ࡀ㐍⾜ࡋࠊࡁ࡞⤒῭Ⓨᒎࡣᮃࡵ࡞࠸≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ་⒪㈨※ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࠊ⏕⏘ᛶࢆ
࠶ࡆࡿࡣࠊಖᴗࡣࡍ࡚⤒῭Ꮫⓗホ౯ࡉࢀࠊඃඛ㡰ࢆࡘࡅࡿసᴗࢆ⾜࠺ࡇࡣྍ㑊࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋಖ
ᴗࢆ㐺ษ⾜࠺ࡣࠊᴗࡢ┠ⓗἢࡗ࡚ᣦᶆࢆ᫂☜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ ᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ⟶⌮ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁ࡞
࠸ࡋࠊ⟶⌮ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤᨵၿࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋᣦᶆࡣᴗࡢࣉࣟࢭࢫ⤖ᯝࢆ

ᐃࡍࡿࡶࡢ

ࢆタᐃࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡇࡢホ౯ࡢ⤌ࡳࢆసࡿࡇࡀࠊ3'&$ ࢧࢡࣝࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡢᗣ࡙ࡃࡾࡸண
㜵ࠊ㔜ண㜵ࡘ࡞ࡆࡿᴗࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡿ㘽࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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࠙ᐃ◊✲ሗ࿌ࠚ
ᖹᡂ 27 ᖺ 4 ᭶ 2 ᪥
་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ົᒁ㛗 ᒣ㷂ဴ⏨
➨ 45 ᅇ◊✲ሗ࿌ ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡢ་⒪ಖ㝤ᨵ㠉ἲࡳࡿἲⓗᵓ㐀ࡢ≉ᚩ
2010 ᖺ 3 ᭶࣓࣭ࣜ࢝࢜ࣂ࣐ᨻᶒୗࠊ㐃㑥㆟ࡣ་⒪ಖ㝤ᨵ㠉ἲ (Patient Protection and Affordable
Care Act)ࢆྍỴࡋࡓࠋ࣓࡛ࣜ࢝ࡣ᪥ᮏࡸḢᕞࡢࡼ࠺ໟᣓⓗ࡞බⓗ་⒪ಖ㝤ࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ་⒪
ಖ㝤ࡢᥦ౪ࡣẸ㛫ಖ㝤ࡀᙺࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇࡣᖖ୍ᐃࡢ↓ಖ㝤⪅ࡀᏑᅾࡍࡿᵓ㐀࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
ࡽ↓ಖ㝤⪅ࡣ㸲㸷㸷㸮ே(2010 ᖺ)㐩ࡋࠊ་⒪㈝㧗㦐ࠊᅜẸࡢᗣ≧ែ➼࡛῝้࡞ែ㝗ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢᨵ㠉ἲࡣࠊ࡚ࡢᝈ⪅ࢆಖㆤࡋࠊ་⒪ࢣࢆ㉎ධྍ⬟࡞ࡶࡢࡍࡿࡓࡵ↓ಖ㝤⪅ࡢゎᾘࡍࡿࡇࢆࡵ
ࡊࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ(ۻ௨ୖࡢᐇࢆᨵ㠉ἲࡢṇᙜᛶࢆ࡙ࡅࡿࠕ❧ἲᐇࠖ࠸࠺)ᨵ㠉ἲࡢᨭᣢ⪅ࡣࠊ
ࡇࢀࢆ 20 ୡ⣖ึ㢌௨᮶ࠊࡰ୍ୡ⣖࠾ࡼࡪᝒ㢪ࢆ㐩ᡂࡋࡓṔྐⓗ೧ᴗࡋࡓࡀࠊୡㄽㄪᰝ࡛ࡣࡴࡋࢁ
ᑐࡀከࡃࠊ
ඹඪࡣ 2012 ᖺࡢ㑅ᣲ࡚ࡤྠἲᗫṆࡢἲࢆฟࡍᙇࡋࠊ
㸯㸱ᕞࡀ㐪᠇ッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋ
ࡇࡇ࡛᭱ึࡢၥ✺ࡁᙜࡓࡿࡢࡀࠊ1910 ᖺ௦⡿ᅜປാ❧ἲ༠ࡼࡿⓙಖ㝤㐠ື௨᮶᪥ࡲ࡛ࠕᅜẸⓙ
ಖ㝤ࠖࡀ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡢࡣ࡞ࡐ͐࠸࠺᭱ࡢ࣑ࢫࢸ࣮࡛ࣜ࠶ࡿࠋ
1937 ᖺࡽࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࠊࢺ࣮࣐ࣝࣥࠊࢽࢡࢯࣥࠊࢡࣜࣥࢺࣥ➼ࡢẸඪࠊඹඪࡢྛ⤫㡿ࡣࠊ་
⒪ಖ㝤ᨵ㠉ἲࢆᥦ㉳ࡋࡓࡶࡢࡢࡑࡢẖᢡࡋ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢࡁ࡞ၥ㢟ࡣࠊࠕẸඪ
ඹඪࡢᨻⓗࡓࡓ࠸ࠖ௨๓ࡢዟ῝࠸ၥ㢟ࡀᶓࡓࢃࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸࣭࣭࣭࣭࠸࠺ࡢࡀᮏ
✏ࡢ◊✲ࡢ≺࠸࡛࠶ࡿࠋ1937 ᖺ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ⤫㡿ࡢࢽ࣮ࣗࢹ࣮ࣝᨵ㠉ᑐࡋ࡚㐃㑥ุᡤࡣࠊ⤒῭ᨻ
⟇ࢆྜ᠇ࠊ་⒪ᨵ㠉ࢆ㐪᠇ࡋࡓࠋࡇࡢࢣ࣮ࢫࡀ 2010 ᖺࡲ࡛⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࢜ࣂ࣐་⒪ಖ㝤
ᨵ㠉ἲᑐࡍࡿ㐪᠇ࡢᙇࡣࠊ ↓ಖ㝤⪅⿵ຓ㔠ࡀ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡢຍධࢆᣄྰࡍࡿಶே᭱ప 695
ࢻࣝࡢㄢᚩ㔠ࡀ⛉ࡏࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣಶேᑐࡍࡿຍධᙉไ࡛࠶ࡾ㐪᠇࡛࠶ࡿࠋ(invidual mandate ᮲㡯 )
ߒ࣓ࢹࢣࡢᑐ㇟ࢆᣑࡍࡿࠋ⿵ຓ㔠ࢆᣑࡍࡿࠋྠពࡋ࡞࠸ᕞᑐࡋ࡚ࡣ⿵ຓ㔠ࢆᗫṆࡍࡿࠋࡇࢀࡣ㐃
㑥㆟ࡢ᠇ἲୖࡢᶒ㝈ࢆ㉺࠼࡚࠾ࡾ㐪᠇࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶྜ⾗ᅜ᠇ἲࡣࡑࢇ࡞ᶒ㝈ࡣ࡞࠸࣭࣭࣭࠸࠺ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ2012 ᖺ 6 ᭶ࠊ㐃㑥᭱㧗ุᡤࡣࠊಶேຍධࡢᙉไࡣྜ᠇ࠊᕞᑐࡍࡿᙉไࡣ㐪᠇ุ♧ࡋࡓࠋ
࢜ࣂ࣐ࡢ་⒪ಖ㝤ᨵ㠉ἲࡣࠊ࣐ࢧࢳࣗࢭࢵࢳࣗᕞ▱(ඹඪ)ࡢᕞ❧་⒪ᨵ㠉ࢆ⡿ᣑࡋࡻ࠺ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᕞ᠇ἲෆࡢᨵ㠉ἲ࡛࠶ࢀࡤၥ㢟࡞࠸ࡀࠊ㐃㑥᠇ἲࡣ⚟♴ᶒ㝈ࡣ࡞ࡃࠊ㐃㑥ไᗘࡢไ㝈ᨻయ
࠸ࢃࢀࡿᡤ௨࡛࠶ࡿࠋᘓᅜ௨᮶ 200 ᖺ㛫ࠊ㐃㑥㆟ࡢἲᚊไᐃᶒ㝈ࡣࡁࡃᣑࡋࡓࡶࡢࡢࠊᅇࡢุ
Ỵࡣࡑࢀ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇࢆᨵࡵ࡚♧ࡋࡓࡶࡢ࡞ࡗࡓࠋ㐃㑥᠇ἲᕞ᠇ἲࡢࡋࡤࡋࡤࡢᑐ❧ࡣࠊ༡ᡓத
(࣓ࣜ࢝㐃㑥ᅜ(ྜ⾗ᅜ)ὴ࣓ࣜ࢝㐃ྜᅜὴ) ࡢෆᡓ㐳ࡿࠋ࣓ࣜ࢝ேࡗ࡚ᨻᗓࡣࠊ㐃㑥ᨻ
ᗓࡀධࡋ࡚ࡃࡿࡇࡣⰋࡃ࡞࠸࠸࠺᰿ᙉ࠸࠸ࡀ࠶ࡿࠋ⫧ࡋࡓᨻᗓࡣಶேࢆᢚᅽࡍࡿࡽᨻᗓࡣ
㢗ࡽ࡞࠸࠸࠺⮬❧ࡢ⢭⚄ဴᏛࠋఱࡓࡵ♽ᅜࢠࣜࢫࢆ㏣ࢃࢀ㝣ே⏕ࢆࡅ࡚ࡁࡓࡢࠊఱࡢࡓࡵ⊂
❧ᡓதࢆᡓࡗࡓࡢࠋߒ↓ಖ㝤⪅ࡢࡓࡵᨻᗓࡢᨭฟࡀቑ࠼ࡿࡇࡣ⮬ศࡽࡢ㈇ᢸቑࢆࡶࡓࡽࡍࡔࡅ࣭࣭࣭ࡇ
ࢀࡣࠊ⡿ྛᆅ࡛ㄒࡽࢀࡓኌ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ♫⚟♴❧ἲࢆ᎘ᝏࡋࠊ⮬⏤⮬ᕫ㈐௵ࢆࡇࡉࡽ㏣
࠸ồࡵࡿࠋࡸࡍࡸࡍࡣ࿐ࡳ㎸ࡵࡃ࠸⌮ゎࡍࡿࡣ㛫ࡀࡿࡢࡼ࠺ᛮ࠼࡚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࣓ࣜ࢝
ࡣࠊୡ⏺࡛᭱ึࡢࠕẸඹไࡢᅜ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࣇࣛࣥࢫ➼ࡢᨭࢆ࠺ࡅᑐⱥ⊂❧ᡓதࢆࡕྲྀࡾ 1776 ᖺ⊂
❧ᐉゝࡋࡓࠋࢠࣜࢫࠊࣇࣛࣥࢫࡢ❧᠇⩏ࠊࣟࢵࢡࡢ⮬↛ᶒᛮࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠕᅜẸࡢᇶᮏᶒࠖࡢ⌮ᛕࡣ
㧗ࡽㅻࢃࢀࡓࡶࡢࡢࠊࢪ࣮ࣙࢪ࣭࣡ࢩࣥࢺࣥࠊࢺ࣐ࢫ࣭ࢪ࢙ࣇࢯࣥ➼᠇ἲ㉳ⲡ⪅ࡓࡕࡣḟ➨⮬↛ᶒ
ᛮࡽᚋ㏥ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ㛗ࡽࡃ࣓ࣜ࢝ࡢ㒊ࡋ࡚㯮ேᕪูࠊ㈋ᅔ᱁ᕪࡀᶓࡓࢃࡿࡢࡣࠊࡑ࠺
ࡋࡓࡇࡀᇶᗏ࠶ࡿࡶ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣓ࣜ࢝ᕷẸࡢ⮬⏤ᶒᛮࡣࠊ
ࠕᒙࡋ࡚ࡢ┈ࠖ
ࠕᒙࡋ࡚ࡢ⮬⏤ࠖࡢ㏣ồ⇕ࡗࡱ࠸ࠋࡇࢀࡣ୰⏘㝵⣭
ᕷẸព㆑ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࣆࣗࣜࢱࢽࢬ࣒ࡢ⥅ཷ࡛ಶே⩏ⓗഴྥࡀᙉ࠸ࡔࡅᕷẸ♫ࡣ⮬⏤➇த⮬ᕫ
㈐௵ࢆ᥅ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⮬⏤ᶒࢆாཷ࡛ࡁ࡞࠸ேࠎࢆ㍮ฟࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡇࡣࠊᡤᚓศ㓄ᛮࡀ᰿ࡃ
వᆅࡣᕼ࡛ⷧࠊࠕ♫㐃ᖏࠖࡣࠕᒙࡋ࡚ࡢ㐃ᖏࠖኚ㉁ࡍࡿࡇࡶࡋࡤࡋࡤ࡛࠶ࡿࠋ ࣜࣂࢸࣇ࣮ࣜ
ࢲ࣒ࠋ࠸ࡎࡋ࡚ࡶࠊ2010 ᖺ་⒪ಖ㝤ᨵ㠉ἲࡣ 100 ᖺ᮶ࡢ೧ᴗ࡛࠶ࡾࠊ࣓ࣜ࢝ᅜẸࡢᕧ࡞♫ᶒࡢ
ฟ࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢ♫ᶒࡀⓎᒎࡍࡿࡓࡵࡣ࣓ࣜ࢝ᕷẸ♫࠾࠸࡚ࡢᬑ㐢ⓗ࡞ဴᏛࡢ
Ⓨ㐩ࡀᮃࡲࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⮬⏤ᶒࡣ⮬⏤ᶒᑐ❧ࡋ㜚தࡍࡿࠋ୍᪉ࡀ㈇ࡅࢀࡤ⮬ᕫ㈐௵࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ♫
ᶒࡣ⮬⏤ᶒ⾜ࡢᅔ㞴࡞ேࠎࡢ⮬⏤ᶒࢆᨭ࠼ࡿࠋ♫ᶒࡑࡢࡶࡢࡀ⮬⏤ᶒࢆෆᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋᨾࠊ♫ᶒ
ࡣ⮬⏤ᶒࢆไ⣙ࡋࡘࡘࠊ㏫⮬⏤ᶒࡽไ⣙ࢆཷࡅࡿࠋ┦⥭ᙇ㛵ಀ࡛࠶ࡾ⼥ྜࡍࡿ㛵ಀ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ ඖ
᮶ࠊⱥ⡿ἲࠊ࣓ࣜ࢝ἲࡣࠕဴᏛࠖࢆᚲせࡋ࡞ࡗࡓࠋ
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࠙ᐃ◊✲ሗ࿌
࿌ࠚ
ᖹᡂ 27 ᖺ 6 ᭶ 4 ᪥
་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲⌮㛗 㤿ሙᅬ᫂

➨ 46 ᅇ◊✲ሗ࿌ ᖹᡂ 27 ᖺᗘㆤሗ㓘ᨵゞ

 ᖺ  ᭶ࠕᆅᇦ࠾ࡅࡿ་⒪ཬࡧㆤࡢ⥲ྜⓗ࡞☜ಖࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ㛵ಀἲᚊࡢᩚഛ➼㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᆅᇦ་
⒪࣭ㆤ⥲ྜ☜ಖ᥎㐍ἲ㸧ࠖࡀᅜࢆ㏻㐣ࡋࠊ ᖺᗘㆤಖ㝤ἲᨵṇࡢ᪉ྥᛶࡀỴࡲࡾࠊㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫࡢሗ㓘࣭
ᇶ‽ࡘ࠸࡚ࡢぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡲࡎࠊ୰㔜ᗘࡢせㆤ⪅ࡸㄆ▱㧗㱋⪅࡞ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊ
ࠕఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛⮬ศࡽࡋ࠸⏕άࢆ⥆ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺
ࡍࡿࠖ࠸࠺ᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ୰㔜ᗘࡢせㆤ≧ែ࡞ࡗ࡚ࡶ↓⌮࡞ࡃᅾᏯ⏕
άࢆ⥅⥆࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ 㛫 ᪥ࡢᅾᏯ⏕άࢆᨭࡍࡿᐃᮇᕠᅇ࣭㝶ᑐᛂᆺゼၥㆤ┳ㆤࢆጞࡵࡋࡓࠕ▷㛫࣭
 ᪥」ᩘᅇゼၥࠖࡸࠕ㏻࠸࣭ゼၥ࣭Ἡࡲࡾࠖ࠸ࡗࡓ୍యⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᥦ౪ࡍࡿໟᣓሗ㓘ࢧ࣮ࣅࢫࡢᶵ
⬟ᙉ➼ࢆᅗࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋḟࠊࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ⌮ᛕࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠕᚰ㌟ᶵ⬟ࠖ
ࠊ
ࠕάືࠖࠊ
ࠕཧຍࠖࡢせ⣲ࣂ
ࣛࣥࢫࡼࡃാࡁࡅࡿຠᯝⓗ࡞ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᥦ౪ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊࠕάືࠖࠕཧຍࠖ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ᪂ࡓ࡞
ሗ㓘య⣔ࡢᑟධࡸࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㉁ࡢ㧗࠸ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ╔ᐇ࡞ᥦ౪ࢆಁࡍࡓࡵࡢࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ࣐ࣙࣥࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࡢᐇ➼ࢆᅗࡓࡵࠊࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ࣐ࣙࣥࢿࢪ࣓ࣥࢺຍ⟬ࢆタࡅࡽࢀࡓࠋࡉࡽࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ྥ
ࡅ࡚ࠊ┳ྲྀࡾᮇࡢᑐᛂࢆᐇ࣭ᙉࡍࡿࡓࡵࡣࠊᮏே࣭ᐙ᪘ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⪅ࡢ༑ศ࡞ពᛮ㏻ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ
ࡼࡾࠊᮏே࣭ᐙ᪘ࡢពྥᇶ࡙ࡃࡑࡢேࡽࡋࡉࢆᑛ㔜ࡋࡓࢣࡢᐇ⌧ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊタ➼
࠾ࡅࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆ㔜Ⅼⓗホ౯ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ┳ྲྀࡾ㐃ᦠయไຍ⟬ࢆ᪂タࡋࠊ┳ྲྀࡾㆤຍ⟬ࢆቑ㢠ࡉࢀࡓࠋ
୍᪉ࠊᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡶㆤಖ㝤ไᗘࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊྛࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡢᐇែࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓᚲせ࡞㐺ṇࢆᅗࡿࡶࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞ᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊゼၥㆤࠊ㏻ᡤㆤࠊ
タㆤࡶሗ㓘ᇶ‽ࢆᘬࡁୗࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ࡢ᪂つධᡤ⪅ࢆࠊཎ๎ࠊせㆤ  ௨ୖ
㝈ᐃ㸦᪤ධᡤ⪅ࡣ㝖ࡃ㸧
ࠋపᡤᚓࡢタ⏝⪅ࡢ㣗㈝࣭ᒃఫ㈝ࢆ⿵ሸࡍࡿࠕ⿵㊊⤥ࠖࡢせ௳㈨⏘࡞ࢆ㏣ຍࡉࢀࡓࠋ
ࡉࡽࠊ୍ᐃ௨ୖࡢᡤᚓࡢ࠶ࡿ⏝⪅㸦༢㌟ࡢሙྜ࡛ྜィᡤᚓ㔠㢠  ௨ୖ㸻ᖺ㔠ධ  ௨ୖ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⮬ᕫ㈇ᢸࢆ  ࡽ㸰࠘ᘬࡁୖࡆࡽࢀࠊ་⒪ಖ㝤ࡢ⌧ᙺ୪ࡳᡤᚓ┦ᙜࡢேࡣࠊ᭶㢠ୖ㝈ࢆ  ࡽ  
ᘬࡁୖࡆࡽࢀࡓ㸦୍⯡ࡢேࡣ  ᤣ⨨㸧
ࠋ
 ᖺᗘㆤሗ㓘ᨵᐃࡣࠊ ᖺᗘᨵᐃ௨᮶  ᖺࡪࡾࡢ࣐ࢼࢫᨵᐃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
యࡢᨵᐃ⋡ࡣ࣐ࢼࢫ ࠋ
ෆヂࡣㆤ⫋ဨฎ㐝ᨵၿຍ⟬ࡢᣑศ࡛ࣉࣛࢫ ࠊ୰㔜ᗘ⪅ࡸㄆ▱ࡢᑐᛂ࡞ㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇศࡋ࡚ࣉ
ࣛࢫ ࠊࡑࡢࡢሗ㓘ࡢ㐺ṇ࡛࣐ࢼࢫ ࠸࠺ཝࡋ࠸ෆᐜ࡛࠶ࡿᑠつᶍᆺ㏻ᡤㆤࡢᇶᮏሗ㓘ࡣ᭱ ࠊ
ㆤ⪁ே⚟♴タ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ ࡢᇶᮏሗ㓘ࡣࣘࢽࢵࢺᆺ࡛ ࠊከᗋᐊ࡛ 㹼㸣ῶᑡࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ 
♫ಖ㞀㈈ᨻࡢ㐕㏕ࡼࡗ࡚ࠊཝࡋ࠸ㆤሗ㓘ᨵᐃ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᚋࡢ㧗㱋ࡢ㐍⾜ࢆ⪃៖ࡍࢀࡤࠊ༢౯ࡣ
ୗࡆࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋㆤᴗᡤࡣࠊㆤሗ㓘ࡢධࡔࡅ࡛ࡣⷧከࡢᡓ␎ࢆవ࡞ࡃࡉࢀࡿࠋㆤಖ㝤࡛ࡣୖࡏ࣭
ᶓฟࡋࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ⚾㈝࡛ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡶ㔜ࡡ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᚋࡢㆤᴗᡤ
ࡣࠊ࠸⚾㈝ᡶ࠸ࡢ㒊ศࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡃࡀㄢ㢟࡞ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊㆤಖ㝤࡛ࡣ⬺タࡢ᪉㔪ࡶ᫂ࡽ࡛࠶ࡾࠊᮏ
ேࡢពᛮࡢᑛ㔜ࠊ⮬❧ᨭࠊ⏕ά࣭ே⏕ࡢ⥅⥆ᛶࡢᑛ㔜㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓࢧ࣮ࣅࢫࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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࠙ᐃ◊✲ሗ࿌ࠚ
ᖹᡂ 27 ᖺ 8 ᭶ 6 ᪥
ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔Ꮫᗓ ་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫᑓᨷ Ᏻࡳࡾ
་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲⌮㛗 㤿ሙᅬ᫂

➨ 47 ᅇ◊✲ሗ࿌ ᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪ไᗘࡢධ㝔་⒪ࡢㄢ㢟ᑐ⟇

  ᚋᮇ㧗㱋⪅ࡢ་⒪㈝ࡣᖺࠎቑࡋࠊᅜᐙ࠾ࡼࡧಖ㝤⪅ࡢ㈈ᨻࢆᅽ㏕ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ࡞࡛ࡶධ㝔་⒪㈝ࡢྜࡀ
ࡁࡃࠊࡲࡓࡑࡢධ㝔་⒪㈝ࡢᆅᇦᕪࡀࡁ࠸ࡇࡽࠊ㧗㱋⪅་⒪ࡢ㐺ṇࡢᩥ⬦ࡢ୰࡛ࡁ࡞࢙࢘ࢺࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
㐺ṇ࠸࠺ࠊࠕ་⒪ࡢ๐ῶࠖ┤⥺ⓗ⪃࠼࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡕࡔࡀࠊ๓ᥦࡣࠕᚲせ࡞་⒪ࡣῶࡽࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
㐺ษ࡞ධ㝔ࡣῶࡽࡍࡁࠖ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ࠗ㐺ษ࡞ධ㝔࠘ࡣࠊ୍⯡ⓗᣦࡉࢀࡿ་Ꮫⓗᚲせᛶࡀஈ
ࡋ࠸ࡀࠊᆅᇦ⎔ቃせᅉࡸಶேࡢ♫⤒῭せᅉࢆ⌮⏤ࡋࡓࠕ♫ⓗධ㝔ࠖࡸࠕ㛗ᮇධ㝔ࠖ࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ධ㝔ࡿ་⒪㈝ࡣࠊㆤ⏝ࡸᅾᏯ་⒪ࡢᬑཬ➼ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᆅᇦ⤖ᆺࠖࡢ⛣⾜ࡼࡗ࡚ᨵၿࡉࢀࡿྍ
⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋධ㝔ࡢ㐺ṇࡣẼࡸ㞀ᐖࢆࡶࡗ࡚࠸࡚ࡶ⮬Ꮿ࡛㐣ࡈࡋࡓ࠸㧗㱋⪅ࡢ㈨※ࢆᵓ⠏ࡍࡿ㈈※ࢆ
సࡿࡇࡶ࡞ࡾࠊ㧗㱋⪅ࡢ 42/ ࢆ㧗ࡵࡿࡇࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋࡋࡋࠊᆅᇦ⤖ᆺࡢ⛣⾜ࡣ㞴⯟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛
࠶ࡿࠋ࡛ࡣࠊ࡞ࡐࡇࡢࡼ࠺࡞ࠗ㐺ษ࡞㧗㱋⪅ࡢධ㝔࠘ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢࠊࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡘ࠸࡚ࠊ⌧≧ࢆᴫほࡋࠊṔ
ྐࢆࡾ㏉ࡾࠊᵓ㐀ୖࡢၥ㢟ࢆ᥈ࡿࡇࢆ㏻ࡌ᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᚋᮇ㧗㱋⪅ࡢධ㝔་⒪㈝ࡢྜࡣᚋᮇ㧗㱋⪅ࡢ་⒪㈝ࡣ⣙ ࡛ࠊ⚟ᒸ┴ࡔࡅ࡛ࡶࡑࡢධ㝔་⒪㈝ࡣᖺ㛫  ༓ 
൨ୖࡿ ᖹᡂ  ᖺᗘ ࠋࡲࡓ༢㢠㠃ࡀࡁ࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ་⒪㈝ࡢ┦㛵ࡶእ᮶ࡸㄪẚ࡚ᙉ࠸ࠋ་⒪㈝
せ⣲ࢆ⏝࠸࡚ྛᗋࡢ≉ᚩࢆぢ࡚ࡳࡿࠊ ௳࠶ࡓࡾධ㝔᪥ᩘ  ᪥࠶ࡓࡾධ㝔་⒪㈝ࢆࡌࡓ  ௳࠶ࡓࡾධ㝔་⒪㈝
ࡣ୍⯡ࠊ⒪㣴ࠊ⢭⚄ࡑࢀࡒࢀ     ⒪㣴⢭⚄ࡀᅽಽⓗ㧗࠸ࠋ⒪㣴࠾ࡼࡧ⢭⚄ࡢ 
᪥࠶ࡓࡾ་⒪㈝ࡣప࠸ࡓࡵ  ௳࠶ࡓࡾධ㝔᪥ᩘࡀᘬࡁୖࡆ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⒪㣴࠾ࡼࡧ⢭⚄ᗋࡣ  ᪥࠶ࡓࡾධ㝔་⒪
㈝ࡀపࡃࠊ ௳࠶ࡓࡾධ㝔᪥ᩘࡀ㛗࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࠸ࢃࡺࡿ་Ꮫⓗฎ⨨㸦་Ꮫ⟶⌮ᩱࡸ᳨ᰝᩱࠊὀᑕᩱࡸᡭ⾡ᩱ࡞㸧
ࡿ㈝⏝ࡢྜࡀᑠࡉࡃࠊ⒪㣴࠾ࡼࡧ⢭⚄ࡑࢀࡒࢀ 㐣ࡂ࡞࠸ࠋᖹᡂ  ᖺᗘධ㝔་⒪➼ࡢㄪᰝ ᝈ⪅⚊
ࡼࡿࠊ⒪㣴Ჷධ㝔ᇶᮏᩱࢆ⟬ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕࠊࠕ་Ꮫⓗࡣእ᮶࣭ᅾᏯ࡛ࡶࡼ࠸ࡀࠊࡢせᅉࡢࡓࡵ㏥
㝔ணᐃࡀ࡞࠸ࠖࡶࡢࡢ༨ࡵࡿྜࡀࡁ࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞་Ꮫⓗ࡞ᚲせᛶࡀ࡞࠸ࡶࢃࡽࡎධ㝔ࡍࡿ⌧㇟ࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ ᖺ௦ᚋ༙ࡉࡢ
ࡰࡿࠋ ᖺ௦ᚋ༙ࡽࡣ⏕άಖㆤཷ⤥⪅ࠊ ᖺࡢ⢭⚄㝔ᘓタࣛࢵࢩࣗࡼࡾ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࠊ ᖺࡢ⪁ே་⒪㈝
↓ᩱࡼࡾ⪁ேࡢ⒪㣴ࡢሙ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⌧㇟ࢆゎᾘࡍࡿࡃᨻᗓࡣࡉࡲࡊࡲ࡞⟇ࢆㅮࡌ࡚ࡁࡓࡀࠊᚲࡎ
ࡋࡶධ㝔་⒪ࢆᚲせࡋ࡞࠸㧗㱋⪅ࡢධ㝔ࡣ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋෆ㛶ᗓࡢㄪᰝࡼࡿࠊ⮬❧ࡋࡓ⏕άࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ
ࠊ㝔ධ㝔ࡋࡓ࠸⪃࠼ࡿ㧗㱋⪅ࡣࡓࡗࡓࡢ 㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡶ㧗㱋⪅ࡢධ㝔ࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㧗㢠⒪
㣴㈝ไᗘࡼࡾධ㝔ࡢ⮬ᕫ㈇ᢸࡀ㍍࠸ࡽ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㐺ษ࡞ධ㝔ࢆῶࡽࡍࡓࡵࡣࠊ㐣࡞ᗋࡣ๐ῶࡋࠊ
㧗㱋⪅タࢆ༑ศᩚ࠼ࠊㆤࡸᅾᏯ་⒪ࡿ⮬ᕫ㈇ᢸࢆ┦ᑐⓗ㍍ࡃࡋࠊධ㝔་⒪ࡿ⮬ᕫ㈇ᢸࢆ㧗ࡃࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᮏேࡀᮃࡲ࡞࠸ᘏ⒪ࢆཷࡅࡿࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࣜࣅࣥࢢ࢘ࣝ࡞ࡢᬑཬၨⓎࢆࡍࡿࡇ࡞
ࡶồࡵࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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ົᒁࡔࡼࡾ
་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ Ᏻࡳࡾ
 グ ᛕ ࡍ  ࡁ ➨ 10 ᕳ ࡢ Ⓨ ห ࡣ ࠊ ⓙ ᵝ ࡢ ࠾ ᨭ ࠼ ࡀ ࠶ ࡗ ࡚ ࡇ ࡑ ᐇ ⌧ ࡛ ࡁ ࡓ ࡇ  ࠶ ࡾ ࠊ  ົ ᒁ
ࡽㅽࢇ࡛ᚚ♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
 ⌧ᅾࠊ
ࠕ ་ ⒪ ࡣࠗ  㝔  ⤖ ᆺ ࠘ ࡽࠗ ᆅ ᇦ  ⤖ ᆺ ࠘ ࠖࢆ ࢸ ࣮ ࣐  ࠊᆅ ᇦ ་ ⒪ ࣅ ࢪ ࣙ ࣥ 
ࡼࡿィ⏬ⓗ࡞ຠ⋡ⓗ་⒪㈨※㓄ศࡢヨࡳᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡇࢀࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ་⒪㈝㐺ṇ࠸࠺ゝⴥࢆకࡗ࡚ㄒࡽࢀࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑ
ࢀ ࡺ ࠼  ࠊ㈈ ᨻ ⓗ ഃ 㠃 ࡤ  ࡾ ࡀ ᙉ ㄪ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡼ ࠺  ࡳ ࠼ ࡚ ࡋ ࡲ ࠸ ࠊ
ࠕᚲせ࡞་⒪ࡶ๐ῶࡉ
ࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ㸽ࠖࢿ࢞ࢸࣈ⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ሙྜࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ
࡛ ࡍ ࡅ ࢀ  ࡶ ࠊࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ྲྀ ࡾ ⤌ ࡳ ࡣ ࠊ
ࠕ ་ ⒪ ࡢ ㉁ ࠖࢆ 㧗 ࡵ ࡿ ྲྀ ࡾ ⤌ ࡳ ࡛ ࠶ ࡿ  ࡶ ゝ ࠼ ࡿ ࡢ
࡛ ࡍ ࠋ⡿ ᅜ ་ Ꮫ ◊ ✲ ᡤ (Institution of Medicine)ࡣ ࠊ་ ⒪ ࡢ ㉁ ࢆ Ᏻ  ᛶ ࠊ᭷ ຠ ᛶ ࠊᝈ ⪅ ୰ ᚰ
ᚿྥࠊ㐺ᛶࠊຠ⋡ᛶࠊබṇᛶࡢ 6 ࡘࡢᣦᶆ㞟⣙ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㧗㱋♫ⓑ᭩࡛ࡣࠊᙅᚋࡢᒃఫᙧែࡘ࠸࡚ࠊ༙ࡢ㧗㱋⪅ࡢ᪉ࡀࡈ⮬Ꮿ࡞ࢆᕼ
ᮃ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ  ሗ ࿌ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡲ ࡍ ࠋࠕ ᝈ ⪅ ୰ ᚰ ᚿ ྥ ࠖ  㚷 ࡳ ࢀ ࡤ ࠊࠗ  㝔  ⤖ ᆺ ࠘  ࡽ ࠗ ᆅ ᇦ
⤖ᆺ࠘ࡢ⛣⾜ࡣࠊ་⒪ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃႠࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ᆅᇦ་⒪ࣅࢪࣙࣥࡶྠᵝ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣྛᆅᇦࡢᚲせᗋᩘࢆࡁࡕࢇ᥎ィࡍࡿࡇࡼ
ࡾ ࠊྛ ᆅ ᇦ ࡢ 㟂 せ  ࠶ ࡗ ࡓ ་ ⒪ ㈨ ※ ࢆ 㓄 ศ ࡍ ࡿ ࡶ ࡢ ࡛ ࡍ ࠋࡘ ࡲ ࡾ ࠊ
ࠕ බ ṇ ᛶ ࠖࢆ ᢸ ಖ ࡍ ࡿ ࡇ
࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡋࠊࡲࡓᩆᛴ་⒪㈨※㓄ศ࡛࠶ࢀࡤࠕ㐺ᛶࠖࢆᢸಖࡍࡿࡇࡶ࡞ࡾࡲ
ࡍࠋຍ࠼࡚ࠊᆅᇦ㛫ࡢ་⒪㈝ࡢ᱁ᕪࢆῶࡽࡍࡇࡣࠊཌ⏕ࡢᦆኻࢆῶࡽࡍࡇ࡛ࡶ࠶ࡾࠊ
ゝࡍࢀࡤࠕຠ⋡ᛶࠖࢆ㧗ࡵࡿࡇࡶ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡾࡘࡅ་ࢆᣢࡘࡇࡣࠊࣃࣛࢲ࣒ࢩࣇࢺ࠾࠸࡚㔜せ࡞せ⣲࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡶࠕ᭷
ຠᛶࠖࠕᏳᛶࠖࢆ㧗ࡵࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡍࠋࡓ࠼ࡤࠊ㧗㱋⪅ࡣ」ᩘࡢᝈ㸦៏ᛶ
ᝈ㸧ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡀከࡃࠊࡑࢀࡺ࠼」ᩘࡢ་⒪ᶵ㛵ࢆཷデࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀᑡ࡞ࡃ࠶ࡾࡲ
ࡏ ࢇ ࠋࡋ  ࡋ ࠊ་ ⒪  ヲ ࡋ ࡃ ࡞ ࠸ ᪉ ࠎ   ࡗ ࡚ ࠊ
ࠕ  ࡢ ་ ⒪ ᶵ 㛵 ࢆ ཷ デ ࡍ  ࡁ  ࠖ ࠸ ࠺ ࡇ
 ࡣ ุ ᩿ ࡋ  ࡃ ࠸ ࡇ  ࡶ ከ ࡃ ࠊࠕ ᭷ ຠ ࠖ ࡛ ࡞ ࠸ ཷ デ ࢆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ ྜ ࡶ ࠶ ࡿ  ࡶ ࡋ ࢀ ࡲ ࡏ ࢇ ࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ」ᩘࡢ་⒪ᶵ㛵ࢆཷデࡍࡿࡇࡼࡾࠊ㢮ఝࡋࡓ࠾⸆ࠊ⤌ྜࡏࡀ⚗ᚷ࡞࠾⸆࡞
ࢆࡶࡽ࠺ྍ⬟ᛶࡶ㧗ࡲࡾࡲࡍࠋ࠸ࢃࡺࡿከే⏝ࡸే⏝⚗ᚷ▱ࡽࢀࡿၥ㢟࡛ࠊࡇࡢస
⏝ࡣ㧗㱋⪅ࡢ᪉ࡢࠕᏳࠖࢆ⬣ࡋࡲࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊࡾࡘࡅ་ࢆᣢࡘࡇࢆ᥎㐍ࡍࡿ
ࡇࡣࠕ᭷ຠᛶࠖࡸࠕᏳᛶࠖࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡞ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࠗ  㝔  ⤖ ᆺ ࠘ ࡽࠗ ᆅ ᇦ  ⤖ ᆺ ࠘ࡣ ࠊ་ ⒪ ࡢ ㉁ ࢆ 㧗 ࡵ ࡿ ࡓ ࡵ  㔜 せ ࡞ ㈉ ⊩ ࢆ
ࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ
 ᮏ ◊ ✲  ㄅ ࡣ ࠊࡇ ࡢ ࣃ ࣛ ࢲ  ࣒ ࢩ ࣇ ࢺ ࡢ ᥎ 㐍  㑌 㐍 ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ᪉ ࠎ ࡀ ᇳ ➹ ࡋ ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ ᚋ ࠊ
᪥ᮏࡢ་⒪ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛ࠊ㔜せ࡛᭷┈࡞⤒㦂ࡸ▱ᜨࡀワࡲࡗࡓࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡳ࡞ࡉࡲࡢࠕ་⒪ࡢ㉁ࠖࢆ㧗ࡵࡿ࠾ྲྀࡾ⤌ࡳࠊᮏ◊✲ㄅࡀࡑࡢ୍ຓࢆᢸ࠺ಙࡌ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡼࡾࡼ࠸་⒪⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡓࡵࡣࠊᮏㄅࡢࡼ࠺࠾࠸ࡢ⤒㦂ࢆඹ᭷ࡋࠊពぢࢆࢃ
ࡍࡇ࡛ᆅᇦ⤖ᆺࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࠊࡘࡲࡾࠕṆᥭࡋ࡚࠸ࡃࡇࠖࡢ㔜せ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡲ
ࡍࠋᮏ◊✲ㄅࡣࠊᚋࡶࠕṆᥭࡢᶵࠖࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚౯್ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡐࡦࠊⓙᵝࡶ✚ᴟⓗㄽᩥࢆࡈᢞ✏ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡈᢞ✏ࠊᚰࡼࡾᴦࡋࡳࡋ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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➨භᅇ ་⒪⚟♴⤒Ⴀ䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾◊✲ Ꮫ⾡㞟㻌
  䝔䞊䝬: ᆅ ᪉  ⏕ 䛾䛯䜑䛾་ ⒪ 䞉⚟ ♴ 䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾

㸬  ᮇ  㸸 ᖹ ᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 㸦 ᅵ 㸧  㸸 㸸 
㸬  ሙ  㸸  ᕞ  Ꮫ ་ Ꮫ 㒊  ⥲ ྜ ◊ ✲ Ჷ  ྕ ᐊ 㸦  ᕞ  Ꮫ  㝔 ᆅ ༊ ࢟ ࣕ ࣥ ࣃ ࢫ ෆ 㸧 
㸬 Ꮫ ⾡ 㞟  ࣉ ࣟ ࢢ ࣛ ࣒ 
 ࠙ 㸬 ≉ ู ㅮ ₇  㹼 ࠚ 
 ࢸ࣮࣐㸸ᆅᇦ୰᰾㝔࠾ࡅࡿᆅᇦ་⒪ᵓࡢᑐᛂ
 ₇⪅㸸㰻⸨㈗⏕ ⏣ᕝᕷ㝔ᴗ⟶⌮⪅ 
 ࠙ 㸬 ᩍ ⫱ ㅮ ₇  㹼 ࠚ 
 ࢸ ࣮ ࣐ 㸸 ᆅ ᪉  ⏕  ᪥ ᮏ ∧ &&5&
 㤿ሙᅬ ᫂ ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ 
 ࠙ 㸬 ୍ ⯡ Ⓨ ⾲  㹼 ࠚ 
 ࠙ 㸬 ᠓ ぶ   ࠚ 㸨 ₇ 㢟 Ⓨ ⾲ ᚋ ࠊ ᠓ ぶ  ࢆ ண ᐃ ࡋ ࡚ ࠸ ࡲ ࡍ ࠋ ከ ᩘ ࡢ ࡈ ཧ ຍ ࢆ ࠾ ᚅ ࡕ ࡋ ࡚ ࠸ ࡲ ࡍ ࠋ 
㸬 Ꮫ ⾡ 㞟  ࣭    ົ ᒁ 
ࠛ   ⚟ ᒸ ┴ ⚟ ᒸ ᕷ ᮾ ༊ 㤿 ฟ   ┠  ␒  ྕ   ᕞ  Ꮫ  Ꮫ 㝔 ་ Ꮫ ◊ ✲ 㝔 ෆ 
་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ ་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ ົᒁ ❧▼ ♸ᕸᏊ
7(/   )$;
(PDLO㸸 \WDWH#KFDPPHGN\XVKXXDFMS
㸬 Ꮫ ⾡ 㞟  ཧ ຍ ࠾ ࡼ ࡧ ◊ ✲ Ⓨ ⾲ ⏦ ㎸ 
㸧 ◊ ✲ Ⓨ ⾲ ⏦ ㎸ ⥾ ࡵ ษ ࡾ ᮇ ᪥ 㸸 ᖹ ᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 㸦 ᪥ 㸧 ᚲ ╔ 
◊✲࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠕ⏦ࡋ㎸ࡳࣇ࢛࣮࣒࡚ࠖ࠾⏦ࡋ㎸ࡳ࠸ࡓࡔࡃࠊࠕᏛ⾡㞟ཧຍ࣭◊✲Ⓨ
⾲ ⏦ ㎸ ᭩ ࠖ  ᚲ せ  㡯 ࢆ グ ධ ࡋ ࠊ  ົ ᒁ ࡲ ࡛ 㒑 ㏦ ࠶ ࡿ ࠸ ࡣ )$; ࡋ ࡚ ࡃ ࡔ ࡉ ࠸ ࠋ 
࡞࠾ࠊⓎ⾲ෆᐜࡢ⌮ㄽⓗ◊✲࣭ᐇ㊶ⓗ◊✲ࡢ༊ู࠾ࡼࡧ◊✲ࢪࣕࣥࣝࠊⓎ⾲ᙧែࡶᛀࢀࡎࠊグධ
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸧 Ⓨ ⾲ ᢒ 㘓 ⥾ ࡵ ࡁ ࡾ ᮇ ᪥ 㸸 ᖹ ᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 㸦 ᪥ 㸧 ᚲ ╔ 
\WDWH#KFDPPHGN\XVKXXDFMS  ࠊ ୗ グ ࡢ ᢒ 㘓 ཎ ✏ ᭩ ᘧ  ྜ ࢃ ࡏ ࡚ ῧ  ࣇ   ࣝ ࡛ ㏦ ࡗ ࡚ ࡃ ࡔ
ࡉ࠸ࠋᮇ㝈ཝᏲ࡛ᚚ㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸺ᢒ㘓ཎ✏᭩ᘧ㸼
⏝  ⣬ 㸸 $ ࢧ  ࢬ 
㡫 ᩘ㸸 㡫
వ  ⓑ 㸸 ୖ PPࠊ ୗ PPࠊ ᕥ PPࠊ ྑ PP
ẁ  ⤌ 㸸  ẁ ⤌ ࠊ ẁ 㛫 PP
ᩥ Ꮠ ᩘ 㸸  Ꮠ  ⾜ 
ࣇ ࢛ ࣥ ࢺ 㸸 ࢱ  ࢺ ࣝ 㸹 ᖹ ᡂ ゅ ࢦ ࢩ ࢵ ࢡ  ࠊ ⴭ ⪅ ࣭ ᡤ ᒓ ࣭ ᮏ ᩥ 㸹 㹋 㹑 ᫂ ᮅ  
ᅗ ⾲㸸ྜࢃࡏ࡚  ࡘࡲ࡛
㸧 Ꮫ ⾡ 㞟  ཧ ຍ ㈝ ࣭ ⏦ ㎸ 
㸨 ཧ ຍ ㈝ ࡣ ↓ ᩱ ࡛ ࡍ ࠋ ᠓ ぶ  ㈝    
㸨ཧຍ⏦㎸ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ◊✲࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ⏦ࡋ㎸ࡳࣇ࢛࣮࣒࡚ࠖ࠾⏦ࡋ㎸ࡳ࠸ࡓࡔࡃࠊ
ࠕ Ꮫ ⾡ 㞟  ཧ ຍ ࣭ ◊ ✲ Ⓨ ⾲ ⏦ ㎸ ᭩ ࠖ  ᚲ せ  㡯 ࢆ グ ධ ࡋ ࠊ  ࡢ  ົ ᒁ ࡲ ࡛ 㒑 ㏦ ࠶ ࡿ ࠸ ࡣ )$; ࡋ ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ つ⣙
➨ 㸯 ❶  ⥲

๎

➨  ᮲ ᮏࡣࠊ
ࠕ་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲ࠖ㸦7KH6RFLHW\RI+HDOWK&DUH0DQDJHPHQWDQG0DUNHWLQJ㸧
⛠ࡍࡿࠋ
➨  ᮲ ᮏࡣࠊ㉸㧗㱋♫࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ࡢ₯ᅾⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࠊ᪂ࡋ࠸ࢽ࣮ࢬᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ་⒪࣭ಖ࣭⚟♴ࢆ㐃
ᦠࠊ⤫ྜࡋࡓࠊࡼࡾຠᯝⓗࠊຠ⋡ⓗ࡞࣊ࣝࢫࢣࢩࢫࢸ࣒ࢆ◊✲㛤Ⓨࠊ㐀ࡋࠊᆅᇦ♫㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ
┠ⓗࡍࡿࠋ
➨  ᮲ ᮏ◊✲ࡢົᒁࢆ⚟ᒸᕷᮾ༊㤿ฟ  ┠  ␒  ྕ
ᕞᏛ་Ꮫ㒊ࢥ࣭ࣛ࣎ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥϩ 
ᕞᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲㝔་⒪⤒Ⴀ࣭⟶⌮Ꮫㅮᗙ ᩍᤵ 㤿ሙᅬ᫂ ◊✲ᐊෆ⨨ࡃࠋ

➨ 㸰 ❶  

ᴗ

➨  ᮲ ᮏࡣࠊࡑࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵḟࡢᴗࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸧

་⒪⚟♴⤒Ⴀ⟶⌮㛵ࡍࡿ◊✲ᴗົ

㸦㸧

ࡑࡢ་⒪⚟♴㛵㐃ศ㔝࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⯡ࡢ◊✲ᴗົ

㸦㸧

་⒪⚟♴㛵ࡍࡿ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ⏬ࠊ㛤ദ

㸦㸧

◊✲ᶵ㛵ㄅࠕ་⒪⚟♴⤒Ⴀ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ◊✲࣭ࠖ◊✲ࢽ࣮ࣗࢫ➼ࡢⓎ⾜

㸦㸧

㛵ಀㅖᏛࠊ༠ࠊᅋయࡢ㐃⤡ཬࡧ༠ຊάື

㸦㸧

ဨ┦ࡢぶ╬ࠊὶࡢ᥎㐍

㸦㸧

ࡑࡢࠊᮏࡢ┠ⓗ㈨ࡍࡿᴗࡢ㛤ദ
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２）Johnsen AR, Siegler M, Winslade WJ, Preferences of Patients, Clinical Ethics, New York：Mc Graw-Hill, 1992；37‑
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