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平成２１年白老町議会建設厚生常任委員会会議録 

 

平成２１年 ７月 ６日（月曜日） 

開  会  午前 ９時５８分 

閉  会  午後 ２時３６分 

                                         

○議事日程 

所管事務調査 

 １．小規模老健施設の現状と課題について 

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

 １．小規模老健施設の現状と課題について 

                                         

○出席委員（８名） 

委 員 長 玉 井 昭 一 君      副委員長 氏 家 裕 治 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 西 田 祐 子 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 山 本 浩 平 君 

委  員 熊 谷 雅 史 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     老人保健施設事務長    丸 山 伸 也 君 

     老人保健施設主任技師    木 村 英 敏 君 

     老人保健施設保健師    有 島 珠 美 君 

     老人保健施設看護師    西 村 智 子 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     主   幹    森   隆 治 君 

     臨 時 職 員    松 本 美 紀 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） ただいまより建設厚生常任委員会所管事務調査を行います。 

（午前 ９時５８分） 

                                         

○委員長（玉井昭一君） 小規模老健施設の現状と課題について説明をお願いいたします。丸

山事務長。 

○老人保健施設事務長（丸山伸也君） おはようございます。きょうは所管事務調査へお招き

いただきましてありがとうございます。多分スタッフの顔を見るのは初めてかと思いますので、

私のほうから紹介をさせていただきます。私の右手にいるのが木村主任です。病院と老健を兼

ねて理学療法士を担当させていただいております。その右手におりますのが、総合相談室、本

年 4 月から着任をいたしまして、前任の高畠さんの後任ということで、登別の訪問看護ステー

ションにお勤めされていたのですが、ヘッドハンティングをさせていただきました有島さんで

す。どうぞよろしくお願いいたします。私の左手にいるのが、看護師のリーダーの西村です。

前にも老健施設で働いたことがありまして、貴重な戦力となっております。 

 これから資料の内容について、各担当のほうから説明をさせますが、全体の流れとして何点

かご説明をさせていただきたいと思います。通常、こういった老健施設をつくる場合は、大体

２年から３年程度の期間をかけて、設備もそうですし、スタッフも行政もということになって

います。正直言いまして、昨年の病院の安定化計画に基づいて、医療療養を廃止して、医療機

関併設型の小規模老健、定員 29 名の施設をつくろうと。実際動き出したのが半年前になります。

その半年間でも、実質は１月に入ってからスタッフの構成、その他もろもろの準備等がありま

して、非常に立ち上げが難しい状況の中で、ようやく３カ月を経過して、少し地に足のついた

入所サービスを提供できるようになったかなと、こんなぐあいになっています。 

 言うまでもなく、今回私どもでつくっています老人保健施設につきましては、医療機関併設

型ということで、比較的医療の需用の高い方、医療の必要度の高い方を入所させていただくと

いう形で対応しております。したがいまして、在宅からいきなりうちの老健というようなパタ

ーンは、多分１件か２件くらいかなと思っております。その大部分は、他の医療機関から私の

ところに、あるいはうちの２階の一般病床から３階のほうへ上がってくるというような形にな

っています。若干、入退所ございまして現在 17 名でございますが、７月末くらいには 24、25

名くらいまでには何とか持っていきたいと考えてございます。既に、入所されて在宅に戻られ

た方、入所されてもっと必要な医療機関のほうへ、あるいは別の施設に転院、もしくは再入所

させていただくような方も、結構、何人か出てきております。比較的そういった面では、老健

の運用のほうも順調にきているのかなと思っております。 

 私どものほうで一番課題でありました病院とのすみ分けの問題も含めて、病院に対する経営

的な安定度の貢献度、どうなっているのだと。これは残念ながら、まだ検証ができるような状

況にはなってきておりません。ただ、はっきり言いまして、病院のスタッフ、看護師が５名、
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それと２階、３階の医療、医療用一般病床におりました介護スタッフ、ヘルパーさんです。そ

の方々に移っていただくことによって、病院会計そのものの人件費等については大幅に下がっ

ているというような状況がございまして、その部分では大きな貢献をしていくことになるのか

なと考えてございます。後ほどまた、課題の中で若干触れたいと思いますが、問題は介護スタ

ッフの確保が最大の問題。これは６月会議でもお話をさせていただきましたが、ようやく今、

今週から１名、来週からもう１名ふえまして、トータルで８名で、養成も含めて、未経験な方

１名入ってくるものですか、養成も含めまして、介護スタッフの充実を図っていこうと。来週

から男性の介護スタッフを１名、未経験なのですが、非常にやる気を持っておられる方という

ふうに判断しまして、１名入れて、男性介護師ならではの仕事もいろいろあると思ったもので、

いろいろ慣れていただきながら、うちの施設の充実を図っていきたいなと。スタッフの人的な

満足度も深めていきたいというふうに考えてございます。 

これから先、入所のご案内で、再度、うちの施設はこのような施設なのですよ。という説明

と、その後は資料に基づきまして、若干動いていますけれども、５月末現在の状況。それと、

皆さん方が一番お知りになりたい、１カ月間フルに入ると、どの介護度で、どの所得段階で、

どれくらいの費用が、自己負担かかっているのか、それも資料用意しております。 

それともう一つは、当然これは、自宅と、在宅と同じような環境をつくっていこうというこ

とでやっていますので、お誕生会がこの中で行われていますよと。行事も結構あります。車い

すに乗って散歩に出られることもありますし、院内でいろいろなこともやっています。食堂を

利用しまして、ゲーム等も行っております。そういった日常の、このような雰囲気になってい

ますよということについてもご説明をしたいと思っております。 

また、午後から現地を見ていただいて、ぜひ入所者の笑顔なども見ていただきたいなと思っ

てございます。そのような形の中で順次、説明をさせていただきたいので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

○委員長（玉井昭一君） 木村主任。 

○老人保健施設主任技師（木村英敏君） 皆さん、おはようございます。資料に沿いながら、

老健の説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、かわいい絵のついている入所のご案内をご覧ください。1 ページになります。医療機

関併設型小規模老人保健施設とはという形で、病院に併設され、入所者の在宅復帰を支援する

目的で設置されました 29 名以下の老人保健施設となります。介護老人保健施設は地域や家庭と

の結びつきを重視し、同時に在宅で生活してきたときと同じような生活の場を提供し、また、

日常生活の能力、機能的な、ご飯を食べたりとか、トイレに行ったりとか、そういう力を可能

な限り維持し、向上を支援して、最終的に在宅への復帰を目指した施設です。 

 次に、どんな方が入所できますか、というところに移るのですが、基本的には介護保健施設

でありますので、介護保険の認定を受けていなければいけません。施設サービスですので、要

介護１から要介護５の認定者で、かつ病状が安定している。病状が安定しているという表現な

のですが、積極的な治療が終わっている人なので、お薬とか、検査とか、そういうものはおお
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よそ必要がない落ち着いた方。という形でイメージしていただければよろしいかと思います。

そういう人たちが在宅生活に戻るために、介護、看護、リハビリを必要とする方になります。

入所の申し込みなのですが、現在、先ほど紹介があったように、病院１階の総合相談室。有島

保健師のほうで気軽に相談してください。その中で、医療機関とのやり取りで、情報の交換を

したりとか、今の治療の状況を確認したりとか。本当にここの施設が望ましいものかというと

ころを再度相談を受けながら確認していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 次に、２ページ目をご覧ください。入所が決まったときの手続きなのですけれども、こちら

にあるように、入所の誓約書、同意書は、施設のほうで準備しております。介護保険の保険者

証や医療保険証はお持ちください。その中で、要件的に該当しているかどうかの確認をいたし

ます。入所時の持ち物なのですけれども、イメージ的に、こちらのほうは治療の場、２階から

３階へ移動するだけではあるのですが、治療する２階から、生活の場の３階に移動するという

形になりますので、持ち物の中では普段着とか、日中は病人は病衣を着ていると思うのですけ

れども、３階に行きますと普段着、皆さん着ている普段着。夜間は病院だと病衣なのですが、

パジャマに着がえて生活します。ですので、衣類としては普段着とかパジャマ、外出着という

のが２階に比べて特徴的かなと思います。そのほかの持ち物は、こちらのほうをご覧ください。 

 次に、３ページ目をご覧ください。施設での生活はどのようなのですかというところなので

すが、朝はおおよそ６時半起床になっています。皆さん、最近太陽が出るのが早いので、もう

少し早い活動のようです。朝食は８時、昼食は 12 時、夕食は６時となっております。大半の入

所者さんは食堂に集まって食事をされています。人によっては、１人でゆっくり食べたいとい

う方は、お部屋で召し上がっている方もいらっしゃいます。 

 お風呂ですが、基本的には火曜日と金曜日の週２回になっております。お風呂の入り方なの

ですが、身体機能の状況、おおむね歩けたりとかできる方は、普通浴という個浴という形で、

一般的なおうちのお風呂。例えばお座りがままならない方は、機械浴、寝て入れるお風呂の設

備がありますので、そちらのほうで入浴サービスを提供しております。 

 治療に関してなのですけれども、先ほども申し上げたとおり、積極的な検査とか治療という

のは必要になる場合もあります。体調を崩したりした場合は、実際、老健の施設サービス費の

中ではお薬代とか、検査代という形は包括されていますので、その場合は２階の病院のほうへ

移ってもらうことがありますので、よろしくお願いします。 

 次に、４ページ目、５ページ目の費用についてなのですが、こちらでお話をさしあげるとい

うよりも、後の所管事務調査の資料のほうで説明いたしますので、この中では割愛いたします。 

 それでは、次に資料を変えまして、所管事務調査の資料をご覧ください。まず開きまして、

入所者の状況なのですが、平成 21 年５月 31 日現在、男性７名、女性 10 名、計 17 名入所して

おります。内訳といたしまして、要介護１が１名、要介護２が６名、要介護３が５名、要介護

４が１名、要介護５が４名という形になっています。平均年齢が 83.5 歳、平均の介護度は 3.1

となっております。この 3.1 なのですが、平成 20 年度胆振管内の介護老人保健施設において、

特別養護老人ホームが 3.6、老人保健施設が 2.9、医療療養型が 4.5、特定施設、この辺では悠
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悠さんなのですが、1.3 となっていることから、近隣の老健に比べて 0.2 ポイントほど重いと

いう評価になるのでしょうか。と考えております。この辺は、町立病院の老健は介護３以上の

入所者さんが、割合が多いことからかなと考えております。 

次に、退所状況ですが、こちらに書いてあるとおり男性 61 歳、ご飯を口から食べられない人

が、おなかに管の入っている人なのですが、そちらの交換のため１泊２日で退所され、２階の

病院で交換されています。95 歳男性、体調を崩して退所されています。88 歳の女性なのですが、

もともと寿幸園を申し込んでいる方が、順番が来たので退所されました。  

 次に、入所相談経路なのですが、こちらに記載あるとおり、在宅１名、町立病院から入所さ

れた方 16 名、大半は町立病院の２階を経由して入所されている方です。 

次に、職員体制なのですけれども、理学療法士１名、看護師５名、看護師の内訳は正看護師

１名、准看護師４名と、介護スタッフが６名、内訳は介護福祉師１名、２級ヘルパー５名とな

っています。あとは事務員と、こちらに記載はないのですが、総合相談室と兼務で介護支援専

門医も配置されています。 

 次に、３番目、歳入歳出に関してなのですけれども、まだ４月、５月の状況ですので、具体

的に何かを評価したり検証したりというところまではまだ至っておりません。その中で詳細を

把握できていませんけれども、歳入は全体が 535 万 7,016 円、歳出が 521 万 9,980 円となって

おります。 

 次に、資料５、次のページご覧ください。５月分の請求一覧表なのですけれども、５月の実

態なのですが、最後から２番目、合計で 511 万 3,540 円の収入という形なります。その中で保

険給付が434万9,106円となり、自己負担が右にあるように76万2,413円という形になります。

入所者さんの１割負担や食事代や日用品費の費用になります。 

 18 名の中で入所中が１カ月、31 日間在籍した人に網掛けしています。その中を若干ご説明し

たいと思います。資料戻りまして、５月分の１番、男性、入所日４月、在所日数 31 日間の方、

一覧の１番目の入所者さんです。この方は要介護１で、負担限度区分１、これは施設の費用と

かお食事代が減額される制度です、その方なのですが、この方は全体的に１カ月、35 万 3,210

円、この方から私どもはお金をいただきます。その中で自己負担額として、４万 2,141 円入所

者さんからいただきます。おおよそ、介護１で負担限度額１の方は４万 2,141 円の負担となり

ます。ちょっと細かくなってくるのですが、このほか１割負担の中で科目、施設サービス費、

施設外泊時費用、栄養マネジメント加算、療養食加算、短期集中リハ加算というのが保険がき

く科目であるのですが、その合計の１割、２万 9,741 円と日用品費、食費、居住費というのが

自己負担の合計になるのですが、この方さらに所得に応じて高額介護サービス費という制度を

利用できる方なので、今の保険のきく科目、施設サービス費から短期集中リハ加算までの２万

9,741 円に対して、上限が１万 5,000 円ですので、この方１万 4,000 円が戻ってきます。１度

４万 2,000 円払うのですが、後に１万 4,000 円戻ってきます。ですので、この方の実質の負担

は２万 7,400 円となります。ちょっと細かいところになってしまうのですが、入所の費用とい

うのは、その人の所得に応じてかなりばらつきがありますので、入所の際は相談室の有島に相
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談していただきながら、おおよその金額は算出していきたいと思います。 

 例えば次の、２番の女性、４月入所、在籍 31 日、要介護２の負担限度区分１の方なのですが、

この方は備考の欄に、生活保護（介護権）と書いています。この方は生活保護受給の方です。

なので、１割負担の額は道、胆振支庁のほうで指定してきます。１万 8,828 円というのが無条

件で指定されているので、こちらをいただきます。この方は、プラス、科目のほうで日用品・

教養娯楽費100円の31日分、これの3,100円を足して自己負担が２万1,928円になりますので、

生活保護の人に関しては、こちらでは自己負担の算出はできません。ですから、胆振支庁のほ

うで生活状況に応じて、あなたはいくら払ってくださいと。こちらの施設としては、いただい

てください。という指示のもと自己負担額が決定しますので、生活保護の人が必ずしもお金が

かからないで入所できるわけではないというのが、一つ押さえておかなければいけないところ

なのかなと思っております。 

 次に、例えば、介護度を変えまして、重めの方に行くとすると、15 番、女性、４月に 31 日

間在籍された要介護５、負担限度区分２の方なのですが、この方は施設の収入としては、合計

42 万 980 円となります。このうち入所者さんには６万 1,628 円自己負担いただく形になります。

この方ですが、要介護５で、施設サービス費は高く算出されるのですが、高額サービス費、こ

の方も利用できます。この中では、施設サービス費、施設外泊時費用、栄養マネジメント、療

養食加算、短期集中リハ加算を足したものの１割、３万 6,518 円が保険適用の１割なのですけ

れども、この方も高額介護サービス費１万 5,000 円が頭打ちになりますので、２万 1,518 円が

戻ってきます。そうすると、この方は一時、６万 1,628 円お支払いいただくのですけれども、

後に２万 1,518 円が戻ってきますので、実質４万円強の自己負担という形になります。ですか

ら、介護度が高ければ、基本的には負担は大きくなるのですけれども、所得額に応じて、少し

上下する形もあります。 

 ちなみに、要介護５の方が、満額、所得が多い方、高額サービスとか負担限度額区分が該当

にならない方は、９万何がしという負担になります。ですから、介護度が高くても、所得に応

じて自己負担の額が上下いたします。けれども、施設に入ってくる料金は同じです。大体、入

所者さんの費用に関しては以上です。 

 ４番、行事に関してなのですけれども、開設したばかりですので、基本的にスタッフもまだ

不慣れな部分がありまして、誕生会という形から行事をスタートしております。７月はきょう

３時から七夕の行事をしたりとか、少しずつ行事をふやしていきたいと思っております。簡単

に６月行事の流れをつけました。一番最後のページになります。おおよそ、お昼ご飯に目がけ

て、お昼ご飯が行事食という形で準備していただいていますので、お昼ご飯にぶつけて行事を

開催しております。６月の分ですが、２人の入所者さんが誕生日を迎えられました。ちょうど

年も同じなのですが、施設長からお祝いの言葉をいただいたりとか、こちらのほうでみんなで

作成した、その方の写真が入った物を贈呈したりとか、６月は看護師さんによる手品をやって

もらったりとかしながら、その方の誕生をお祝いいたしました。普段お部屋にいる方も、行事

でみんなと楽しくにぎやかにやっていくと、普段ご飯を食べない方は食べていただけたり、お
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部屋でこもっている方が顔を出してくれたりと、行事による効果というものは大きいのだなと、

職員一同感じておりますので、今後も行事は工夫していきながらふやしていければいいなとい

う形で考えております。 

以上、資料に基づいて現状を報告させていただきました。ありがとうございます。 

○委員長（玉井昭一君） 委員の方、質問のある方どうぞ。山本委員。 

○委員（山本浩平君） ６月会議のときに開設準備終了後の環境整備等々の成果について質問

をさせていただきました。他の質問項目も相当ありましたけれども、その時点では余り詳しく

お尋ねしなかったところもございますので、若干詳しく何点かお尋ねしたいと思っております。 

 まず、病状が安定期にあり入院治療を必要せずというところでありますけれども、これは小

規模老健施設のコンセプトというか、それがそういう形だからそのようにやっているのだと思

うのですけれども､６月会議のときの話で、その時点で入所者が 18 名というお話でした。半分

くらいということだったのですけれども、平均年齢を先ほど伺いますと 83.5 歳ということで、

たまたま病状が安定期にあったとしても、いつ変化があったとしてもおかしくない年齢の方々

ばかりですよ。そういうような状況の中で、出たり入ったりの形をとれば、安定した形での入

所者の数というのはキープできないような気がするのです。その点をどのように考えられてい

るのか。例えば、一たん下の階へ入れて、また病状が安定したら戻すくらいの、そのような考

え方を持っているのかどうなのか。この点がまず１点。 

 それともう１点なのですけれども、これも６月会議のときに伺った中で、認知症患者の安心・

安全確保、これが３階ということで懸念するところがあるというようなお話がございました。

具体的に、こういうことで困ったことがあるなと、そういうことがあれば教えていただきたい

なと。階段から落ちそうになったとか、あるいは何か具体的にあればその辺を伺いたいと思い

ます。この２点。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。 

○老人保健施設事務長（丸山伸也君） 具体的にどのような対応をしているのかは、こんな状

況になっていますということを担当のほうから説明させたいと思います。基本的には、もう既

に入られた方を、一度２階に戻して、落ち着いたからまた戻っていただくというケースもあり

ますし、戻ったままなかなか帰ってこられないという方もおられるのも事実です。入所される

時点では判定会議を開きまして、大丈夫でしょうと、基本的にうちの入所で問題ない。これは

お医者さんも含めて、医師としての判断をきちんとされて、こういう形で対応していますので、

当然２階で、もう必要ないとなれば、これはまたうちのほうにすんなり戻って来てと、このよ

うな形になります。判定の仕組みについてうちの有島のほうからも説明をさせていただきます

が、そのような状況になっています。 

 それと、認知症ですが、やはり、どう３階をつくりかえたと言っても、居室を新しくしただ

けでありまして、実例的には何例かヒヤッとすることもあります。例えば、トイレに入ってい

くときに、段差がほんの少しなのです。それでも、歩行器の車輪を引っ掛けて前につんのめっ

てしまったとかというケースもあります。そういったものも今、工事、配慮しましてやってい
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る事例もあります。具体的な事例については、有島と西村のほうから、このようなこともあり

ましたということで報告をさせたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 有島保健師。 

○老人保健施設保健師（有島珠美君） 私のほうからは、判定会議の仕組みについてお知らせ

さていただきます。先ほどお話がありましたように、他医院から入所の相談がある方は、１回、

２階に入院される方が多いものですから、主治医の先生が検査などしまして、病状的には安定

しましたよということを聞いた時点で、お薬のこと、治療の状況、他医院への受診状況などに

ついて調査を行い、またＡＤＬの状況や、普段注意することについて、３階スタッフ、看護師

とともに、本人に事前面接を行いまして、ある一定の項目について調べさせていただいて、そ

れをもとに医師、栄養士、老健スタッフなどによって判定されます。 

 先ほどありましたが、やはり高齢の方がいらっしゃいますし、どの方もお薬たくさん飲んで

いらっしゃる状況ですので、病状によっては安定期といいましても、採血が必要な方ですとか、

レントゲンの検査が必要な方、町立病院は科が限られていますので、例えば脳神経外科のほう

には、ほかの病院に他科受診ということで行かれる方もいますので、その辺につきましては、

未処置の状態を看護師のほうで毎日看護した上で必要があれ受診する、必要があれば入院する。

また、老健のほうで対応できる方については、投薬など対応しながらという形で、その辺の入

所・入院の流れのほうは、行われているのが事実です。 

○委員長（玉井昭一君） 西村看護師。 

○老人保健施設看護師（西村智子君） 西村です。よろしくお願いいたします。 

 今、認知症患者さんは、徘回がひどいとかという場合は、施設状況のこともありまして、判

定会議などかけて検討している状況です。なにぶん高齢の方が多いので、どうしても入ってい

るうちに物がわからなくなったりとかという方がいます。事例としては、夜の段階で、トイレ

に行って帰るときにわからなくなって、施設のつくり自体で、階段が後ろと前にあって、前側

のほうにナースステーションがあるためにわかりづらいというところがあります。それで、一

度後ろのほうの階段に行きかけて、そこをたまたま発見したということで、何事もなかったと

いう経験がありましたので、その場合は後ろのほうの階段のほうに、汚れたものを入れる大き

めのケースがあるのですが、それを置くようにして、なるべくそちらへ行かないような、物で

防いでいるのと、センサーマットを何枚か購入していますので、そちらのほうで、そこを踏ん

だ時点でナースコールが鳴るというような対策をしています。 

 先ほど出ました段差のところで、歩行器で転倒したりということがありましたけれども、そ

れも、なるべく砂袋などを用いて、歩行器につけて、転倒防止をするような形をしたりとか、

スタッフのほうで週１回のカンファレンスをしながら対応しています。そのような状況です。 

○委員長（玉井昭一君） 有島保健師。 

○老人保健施設保健師（有島珠美君） 認知症の意見に関してなのですが、やはり、常時徘回

される方とか、認知症の悪化が予測される方もいらっしゃいます。まだ予測がつかないことも

ありますので、予測の段階で入所ができないということにはならないと思いますので、施設で
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対応しながら、専門医、道央佐藤病院等受診をしていただいて、検査をしていただいて、状況

悪化時には連絡をとりながら、１番は安全を確保していかなければいけないというのが、私た

ちの施設にもありますので、連携をさせていただきながら対応している事実があります。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） いろいろ説明ありがとうございます。何点かまたお尋ねしたいと思い

ます。まず、単純なところでＡＤＬの状況、ＡＤＬそのものが、私ちょっと不勉強なものです

から、ＡＤＬ自体を教えていただきたいというのが１つ。 

もう一つですけれども、町立病院でかかれる科は限られているということでございますけれ

ども、当然、これはそのとおりでございます。しかしながら、町立病院の経営安定等も考えた

場合に、町立病院で対応できるものに関しては、例えば、ご家族の希望がそうなったとき、も

ともと王子病院にかかっていたから王子だとか、室蘭日鋼病院のほうへ移したいのだけれどと

いろいろ希望があったりするというケースもあると思うのですけれども、極力、町立病院のほ

うで対応できることであれば、そのような形で、促すというようなことはやられていると思う

のですけれども、その辺についてどのように対応されているかというのを一つです。 

 それと、現状として３階では徘回の問題ですとか、心配する部分があるとは言いながら、現

時点で１階と３階と交換できるかといったら、このようなことはできるわけはございませんし、

町立病院の新しい建設に関しましても、経営の安定化をかんがみて、最終的にどうなのかとい

うところも関係してくると思いますので、現状として３階で対応しなければならないと思うの

です。そうなったときに、何か大きな事故があったらこれは致命傷というか、信用問題にもな

るし、せっかく始めたきたこぶしに、今度入所しないということも考えられますので、これは、

最低限のところはどんどん、直すところは直していただきたいと、これは希望です。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 有島保健師。 

○老人保健施設保健師（有島珠美君） 説明不足で申しわけありません。ＡＤＬ状況というの

は、日常生活状況ということになっています。食事の状況、入浴の状況、排泄の状況、歩行状

態など、自分の移動できる、座ったり立ったりというところも含めて本人の動きの状態。また、

着がえなど全部含めたものをＡＤＬ状況といいます。 

 もう１点ですけれども、例えば日翔病院ですとかから転院をした場合は、一応ご家族の方に

も確認をしまして、内科、外科のほうで対応できる部分につきましては、当院のほうですべて

対応させていただくよう、ご家族の了解を得た上で、対応させていただいております。 

○委員長（玉井昭一君） 西村看護師。 

○老人保健施設看護師（西村智子君） 私の説明がいいかどうかわからないのですけれども、

一応、ＡＤＬは日常生活動作ということで、そちらのほうまで持っていくということが理想な

ので、介護度のゆるい方、１とか２の方は、基本的にはうちの病院のほうでは、施設のほうで

は、自分で全部着がえなどもしてもらっています。介護度の高い方でも、動作をいろいろする

ことによって、自分で拡大されていっている事例が多いのです。そういう事例の方も多いので、

今までできなかった部分のところが、こちらのほうで日常的に、介護のほうと看護のほうで見
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ながら、この辺まではできる、この辺まではできないというのを認識しながら、一応、着がえ

や動作のほうも一緒に行うという形ではやっているのですが、そういう形で大丈夫ですか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。 

○老人保健施設事務長（丸山伸也君） 町民が何を望んでいるかということでいうと、きたこ

ぶしも病院も同じ病院の中にありますので、最後をどうするのかという問題では、これは表裏

同じなのです。基本的にはきたこぶしは在宅復帰のための施設とはいいつつも、最終的に病院

として最後の看取りをしなければならないというケースも当然出てくるだろうと。それは、今

の状況ではまだそういう事例は出てきていませんけれども、一度入所していただいて、最後、

復帰は無理かなという方もおられますので、そういった方に関しては家族に事前に、相談室の

ほうでお話はしてございます。 

 もう一つは、ほかの病院から移られてくる中で、うちで１回入所をしていただいて、ターミ

ナルになると２階に移しますと。そういう前提でお話を進めている方も何人かおられます。そ

うしないと、老健施設はターミナル施設ではありませんので、最後はやはり病院になります。

白老で最後をお迎えいただきます。そのことについては、うちは病院としての責任を持ってや

りますというお話はさせていただいております。 

 新しい施設、当然 25 年に建つのか、25 年までに建つのかわかりませんけれども、25 年をめ

どに建設という話をしています。今現在、併設型で既存の建物を使っているものですから、非

常にいずい部分はあります。安全対策の面、廊下の幅１つ取っても問題はあると。これから考

えていかなければならないことに、感染症の問題があります。ですから、医療棟とこの老健棟

と、やはりきちんと分けるような形で計画をしていかなければならないと。今たまたまエレベ

ーターとか、待合とか共用になっていますけれども、基本的には、介護保健施設の認定基準の

中では分けなさいと。医療機関の部分と介護保険の部分と設備、少なくても出入り口だとか、

そういったものについては分けなさいとなっていますので、そういった形では、今検討は進め

ております。青写真、これから病院全体で書いていくわけですけれども、ここにいるメンバー

としては、早いところ直してくれと。新しいものを建ててくれと。町長にはお願いしてござい

ます。当然、そういった配慮もしていくと。 

 また、当然、一たび事故が起きますと、これ致命傷にもなりますので、何も骨折とかそうい

ったけがだけでなく、感染症の問題とか、院内感染の問題とか、これも非常に問題大きくなり

ますので、そういった面での安全配慮。これも、現在非常に気を遣ってやらせていただいてい

るところです。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） わかりました。入院治療を必要とせず、安定期があるという方々で、

なおかつ１から５の認定をされた方ということです。入所されている方々の今の数と、そうい

った項目との理由があって、少ないとか多いとか、そういうことは別に問題にはならないとい

う認識でよろしいですね。それだけ、最後に確認しておきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。 
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○老人保健施設事務長（丸山伸也君） そのとおりでございます。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。一つは認知症の関係なのだけれども、どの程度という判断

は、今はないのかもしれないけれど、一般的にはグループホームで受け入れると。この老健で

は、認知症とはっきり診断された人を受け入れるということは可能なのですか。その点１点。 

 もう一つ、生活保護の話をされたのだけれど、よく理解できなかったのだけれど、生活保護

の方は、費用は生保から出ないのですか。結果的には出るのですね。それだけ。もちろん生活

保護なのだから、それはきちんと対応されるという認識でいいのかどうか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。 

○老人保健施設事務長（丸山伸也君） 詳しい話は有島のほうからさせますけれども、基本的

に、既に入所してしまっている方で、認知症が急激に進むということも当然あるでしょうし、

ただ、あらかじめ認知症が想定されているということであれば、先ほど言いました設備の面、

それと認知症を少しでも進行させないための治療というのは、我がほうではできません。です

から、専門の病院で治療を受けるか受けないか。それと、どうしても症状が固定してしまった

となれば、それなりに安全な施設、同じ介護保険を使っても、うちの施設ではなくてグループ

ホームなり何なりのきちんとした、そういった認知症の方を見ていただけるような施設に移す

のが、その方にとって最善だというふうに考えておりますので、そういったことも含めて、既

に入所の時点からそういったお話はさせていただいております。決してお断りをするというこ

とではなくて、うちは相談機能も持っていますので、うちではなくて、こういうところのほう

がよりいいのではないでしょうかということで、それをつなぐということも当然やっています

ので、あらかじめ認知症が想定されているのであれば、それらの対応もきちんとして差し上げ

るというのがうちの基本的な考え方になっております。 

○委員長（玉井昭一君） 有島保健師。 

○老人保健施設保健師（有島珠美君） 先ほど事務長のほうで説明があったように、本来であ

れば、やはり一番安全を考えなければいけない面では、認知症の方の対応の施設ではないとい

うことは事前に説明をさせていただいています。ただ、今の現状としては、グループホームの

待機がたくさんいらっしゃいます。精神科の病院のほうも待機がたくさんいらっしゃって、す

ぐ入所できる状況ではないところがいっぱいというところと、でも家に、在宅には戻れない方

というのも入院されたり、在宅でいて、これ以上独居のため、１人での生活は危険だという方

はいらっしゃいますので、認知症という診断がついていても、現状の症状や行動がどのような

状態なのか、例えば施設で対応を工夫することによって、例えばお部屋がわからなくなるので

あれば、お部屋に印をつけることで対応できるだろうか、例えば少しわからなくなってベッド

から降りてしまう方というのは、下に安全なマットを敷いて対応することで可能であろうか、

先ほど言ったようにセンサーマットで事故を予防することが可能だろうかということをみんな

で相談しまして、専門の病院にかかりながら、どこか本人にとって本当にいい場所、住みやす

い場所が見つかるまでは対応をできる工夫をしているのが現状ですので、今、認知症という方



 12 

は本当は３人に１人、４人に１人という方が認知症の診断を受けていますので、その現状を踏

まえた上で、施設での対応を検討しているのが実際です。ですので、今 18 名の方で全く認知症

がない方というのは１人、２人ということで、皆さんな軽い認知症。でも施設の工夫で対応で

きて、安全を考えられる認知症の方が入所しているのが現状です。 

○委員長（玉井昭一君） 木村主任。  

○老人保健施設主任技師（木村英敏君） 説明不足ですみません。基本的なスタイルは、１割

部分の一部を、いくらいただきなさいという形ですので、システムは一般の人と同じです。以

上です。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。生活保護の関係はわかりました。認知症の関係なのだけれ

ども、今言われたとおりだと思うのです。 

 一つは、要するに老健施設というのは、診断がきちんとされて認知症だとわかった人。これ

は、入ることができるかどうかというのが１点。入ること自体が問題ないのかどうかと。我々

も認知症かかっているのかどうかよくわからないけれども、現実的には、かかっている、かか

っていないって、そういう兆候がない人って、これだけの高齢になられたら、多分言われたと

おりだと思うのです。グループホームが今の状況で、この後、例えば２ユニットつくったとし

ても、そこには入れなかったら、はばけるのははっきりしているのです。どこかで救う場所が

ないと、どうにもならなくなるなというふうに思うのです。だから、積極的に入れなさいとか、

そういうことを言っているのではなくて、困った人が救われる手だてがきちんとないというの

が、僕が一番まずいと思っていますので、そこら辺がどうなるのか。 

 もう一つ。例えば、新たな施設というのはもう視野に入っているわけで、その時点になった

とき、そういう対応ができれば老健で認知症は受け入れることはできるのかどうなのかと。そ

うすると、グループホームと老健との違いというのは、どういうことになっていくのかなとい

うふうに思うわけです。グループホームは、認知症対応のグループホームときちんとなってい

るわけだよね。そことのすみ分けみたいなのが出てこないのかなという気がするのだけれども、

そこら辺どのようなものですか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。 

○老人保健施設事務長（丸山伸也君） 難しいですね。どうやって分けていくか、どうやって

役割分担していくか、非常に難しい。ということは、介護側のほうの施設が、やはり圧倒的に

足りないという状況になっています。それと、本質的に問題があるかないかといったら、現状

では問題はありません。ただ、認知症に対応する専門のスタッフをより多く置いて、できれば、

同じような身体的状況、認知症の状況の人を集めてやるほうが、安全の配慮としては運営して

いく分には、少しでもそういった問題の解決にはなるなと思います。 

 もう一つは、では現実問題として、先ほど有島が説明しましたけれども、もうなってしまっ

た人はどうするのということになったときに、あなただめですと追い出すというのは、当然う

ちの施設としてはありません。ですから、私どもとしては、医療機関併設型というのが１つの
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テーマになっているわけです。それは、何らかの医療的なバックアップが必要な方を基本的に

入れている。グループホームですと、通常の高血圧ですとか、通常の高脂血症だとか、そうい

った形での対応というのが、通常我々一般人が外来を受診しながらお薬をもらうのと同じ対応

でいいでしょうと。ただ、うちはそれだけではなくて、場合によっては、緊急的に３階から２

階に移さなければならないと。そういったリスクを持っている方。それと、ペムといいまして

胃に直接食べ物を入れるような、そういった方もお預かりをしながらやっていくと。要するに、

看護師が常時、24 時間きちんと見ていなければならないと。必要度は様々あるかもしれないけ

れど、いつ何時、そういう状況になっても、看護師がきちんといますと。そこの部分での差が

出てくるわけです。ですから、認知症だけの問題をとっていうと、我々の使命として、医療の

バックアップが必要な方をお守りしていきましょうと。ですから、できれば認知症で、特に医

療の必要ない人。日常であっても医療が必要であれば、当然お預かりする形になりますけれど

も、現状はそういう形になっていますから、ただ、認知症だけの問題であれば、それは専門の

グループホームなり、専門の施設なり、専門の病院なりに入っていただくのが一番いいだろう

ということになってきますので、基本的にはそういう形で考えていきたいと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） こちらのほうの資料で２、３点。個人のサービス内容の、利用する点

数と金額が出ているのだけれども、先ほど事務長が言いましたように、直接的に胃にご飯を入

れている方もいらっしゃると言っていますけれども、当然、常食の方というのはすべてではな

いわけでしょう。食堂へおいでになるというような説明を受けたけれども、個人で、一人で食

べたい方もいるから、部屋にいる方もいますよというのは理解できるのだけれど、食事介護す

るという中身というのは、実際どの施設にもありうると思うのです。ここの中では表現されて

いないと思うのですけれども、老健の中ではそういう加算点数はないのかというのがまず一点。 

 先ほど、徘回のところで西村看護師のほうから言われたのですけれども、ランドリーキャリ

ーボックスだと思うのだけれども、それを置いて衝立みたいにしている、センサーがあるとい

うのは救いだと思ったのですけれども、そんなに夜、徘回する方多いですか。きょう昼から行

って施設を見る。何回も行って見ているのですけれども、スタッフの方含めてどのように使わ

れているのかというのを確認しようとは思っていますけれども。 

 事務長のほうへもう一つ伺いたいのですが、今後新しい介護スタッフの養成を図ると。今、

介護福祉士が１名、それから２級ヘルパーが在籍されていると。男性の方はどのような資格を

持って来られるかわからないのだけれど、これからは、男性の介護スタッフというのが必要に

なってくると思うのです。その辺の考え方、一生懸命やられそうなので入れると言っています

けれども、事務長の裁量として、理学療法士もいるから、理学療法士がある程度中心になって

やられていると思うのだけれども、そういう部分のところの、先ほど言ったＡＤＬの問題も含

めて、男性の介護スタッフ１名だけでいいのかどうか。その辺の見解を聞きたいなと。以上。 

○委員長（玉井昭一君） 西村看護師。 

○老人保健施設看護師（西村智子君） 食事の介助なのですが、その方は今現在では２名ほど
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います。日中のスタッフなのですが、看護師は１名の日と２名の日があります。５人で回して

いますので、当直もフルに入っていますから、どうしても１名の日と２名の日というのが出て

きます。そして、介護スタッフのほうは、早出が１人と、日勤１人と、遅出が１人という形に

なります。食事介助の時間というのは、介護スタッフは早出と日勤１人ずつしかいない状況な

ので、もちろん看護師のほうも入っていますし、あとは主任のほうと、ときにはどうしても連

れて来たり何だりとしなければいけないときには、事務の常盤さんという方も一緒に移動をや

ってくれたりという状況でやっていますので、やはり介護スタッフの手は足りないのです。 

 介助に関しては、その人によりますが、飲み込みの悪い方もいます。そういう方に関しては、

看護師のほうでするようにしています。やはり危険的なサインとか、そういうものは看護師の

ほうが見つけやすいという部分もありますので、そういう形でやります。ただ、そういう方も

すべて食堂に来られる方ばかりではないので、例えば、食堂の方が１人いましたら、お部屋で

介助という方もいますので、そうなると手が足りなくなりますが、余りお待たせするというこ

とはできませんので、期本的にはみんなでバラけてやるという形になります。人数的には、現

段階で 3 人も４人もいるという状況ではないので、老健ができてから、それで困っているとい

うことではないです。 

 夜間の徘回に関してなのですが、こちらのほうも先ほどのランドリーのほうでやっているの

ですけれども、それほど徘回するという人数はいません。大体、１人いるかいないかぐらいな

ので、現在は救われているかなという感じはします。そういう方でも、見回りのほうは定期の

時間にやっていますので、その時間帯で見つけたりとか、ヘルパーさんのほうと看護師のほう

で、別々の所で休憩しているような段階にいますので、物音がすれば、すぐかけつけるという

ような、そのような形にしています。センサーマットも、それほど台数があるわけではないの

で、すべての人に使えるという状況ではないのです。どうしても転倒が気になるという人をカ

ンファレンスで上げながら、必要な人に使っているという状況なので、すべての人に使えない

ので、なかなか難しい点はあるのですけれども、徘回の人はそのくらいなので、あとはトイレ

に行って、部屋がわからなくなってしまう人がいるのです。そういう場合も、介護のほうで、

大体音で来たなというのがわかるので、時間とかその人の１日の動作で、このくらいの時間に

はトイレに行くというのがわかるので、そういうことを見ながらやっています。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。 

○老人保健施設事務長（丸山伸也君） 日常の問題もありますが、入所者によってうつの症状

を持っておられる方等も様々あるのです。そういった方も、看護師と介護スタッフが食事等フ

ォローアップをしていくのがあります。基本的には食堂で食べましょう。と言っても、その日

の状況によっては、やはり、部屋で食べたい、行きたくないという方も当然出てきますので、

できるだけいろいろなイベントをやりながら、少しずつ引き出していこうという形で、皆さん

苦労してやっておられますが、午後から見ていただければ、そういった跡も残っておりますの

で、ぜひ、ご覧になっていただきたいと思います。 

 それと、先ほど話しました男性の介護師、ヘルパーの２級を持っておりますが、実は経験が
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ありません。経験はないのですけれども、面接は木村が対応したのですが、木村には、本人が

やる気があるかどうかよく見てくれと。基本的には、気持ちが優しいこと、経験がなくてもそ

れなりにお年寄りに接するときの人当たり、面接すればその辺の感触というのは伝わってきま

すので、その優しさがあるかないかよく見てくれと。技術的なことでいえば、１年、２年かけ

てもいいのではないかと思っています。ですから、少し長い目できちんと育ててほしい。男性

の介護スタッフ、特養では結構います。近隣の、寿幸園とかリハビリテーションセンターは１、

２名いると聞いていますが、穂別の愛誠園とか、そういう所へ行きますと、男性介護師が２割

くらい。30 数人中６、７人いるような、そのような時代になってきていますので、女性の身体

介助もしなければならないというときに、異性の介助ということを受け入れてもらえるかどう

かはあると思います。病院ですと、身動きができない状況でということがありますが、うちの

老健ですと多少なりとも、体が動けるような状況になってきたときに、男性に下の始末をして

もらうというのはいかがなのかなと。ただ、それも、信頼関係がきちんとしてくれば、日常き

ちんといて、毎日顔を合わせて、顔を覚えてもらって、信頼感を持っていただければ、女性も、

おばあちゃんもやっていただけると思っていますので、余り気にしないで、男性スタッフだか

らだめだということはないよと。これから、もし、そういった形でいい人材がいれば、男性、

女性問わず、少し多めに採れというようなこともお願いをして、少しでもいい入所サービスを

したいと考えております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 食事加算で、これしか取れないのですか。それから、今言われたのは、

考え方としてはまさにそのとおりだと思うのです。男性、女性限らず優秀であれば、それは利

用者のための対応だと僕は思っていますので、ぜひともそれはやっていただきたいと思います。 

 施設を見てからの話になると思うのですが、消灯と起床という時間がある程度うたわれてい

るけれども、木村主任のほうからは、日が昇ったらみんな動き出すよと。これは仕方がないこ

とだと思うのだけれども、気になっているのは、リハと書いてあるのだけれども、３階にリハ

室はあるのですか。それが１点。 

 それから、各部屋を見せていただくのだけれども、デイルームみたいなものはないのですか。

その２つ。教えてください。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。 

○老人保健施設事務長（丸山伸也君） リハ室については、現地でご確認ください。ぜひ、現

地で確認をしていただければと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） 木村主任。 

○老人保健施設主任技師（木村英敏君） 施設の部分で、デイルームは３階にございます。食

事兼デイルームという形で、テレビがついて、みんなで集う場所がありますので、見学の際ど

うぞご覧ください。手狭ですが、もう１カ所あるという形になっていますので、見学のほどよ

ろしくお願いします。 

○委員長（玉井昭一君） 暫時休憩します。 
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休憩 午前１１時０６分 

                                         

再開 午前１１時２０分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

熊谷委員、よろしいですか。 

○委員（熊谷雅史君） はい。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 認知症の対応について少し聞いておきたいのですが、どうしても

今後、周りの環境が整わないうちは、結局はうちの老健でもそういった部分を受け入れていか

なければいけないというのは間違いないのです。間違いないということは、結局は医療併設型

の老健としての役割も持っていて、そこで安定を求める患者さんと、認知症の進む方との、一

緒の生活がそこにあるのです。今後、認知症対応の介護士さんだとか、そういった方々の人員

の増加というのは、当然、必要になってくることだと思うのです｡けれどそれは、併設型の老健

としては、点数には入らない話ですよね。そういった問題もすごくいずい話だと思うのだけれ

ども、実際には今後の課題としてあると思うのです。 

それについての考え方は、先ほど事務長から何となくお伺いしたような気がするのだけれど

も、それについての対応を今後どうしていくか。どういうふうにして考えていくのかというこ

とを、もう１回聞いておきたいと思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。 

○老人保健施設事務長（丸山伸也君） 技術的な話は西村看護師や有島保健師のほうからしま

すけれども、トータルとして、もう好むと好まざるとにかかわらず、判定した時点で何もなか

った方が、１カ月、２カ月生活するうちに当然認知症になると。これも、実際事例があります。

そこはきちんと対応していかなければならないだろうと。そうなると、当然、認知症というの

は、このように対応しなければならないだろうと。看護師もそうですし、当然介護スタッフも

ヘルパーさんも、そういったことにそれなりの知識や経験を有する人間を確保していこうと。

これは考えています。 

 それともう一つは、今の施設ではいかんともしがたいところはありますが、次に考える施設

では、当然、そういう状況に陥る人が出てくるだろうという想定のもとで、安全対策をどうす

るか。これは新しい施設できちんと考えていかなければならないと思っています。 

 ただ、今の状況の中では、３階の中では残念ながら、設備面ではそういうことができない状

況になってきていますので、認知症専門の老健に特化するということに関しては、医療機関併

設型という一つの目的からいうと、そうはならないだろうなと。 

 やはり、こういう時代で考えていったら、認知症を避けて通ることはできないというふうに

考えていますので、それの対応はできて、それともう一つはほかの施設との連携をきちんと深

めることによって、不幸にして認知症が悪化された方については、きちんとそういった専門の

施設につなげていくような体制もとっていきたいというふうに考えております。 
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 認知症の関係で何か補足する部分はありますか。 

○委員長（玉井昭一君） 有島保健師。 

○老人保健施設保健師（有島珠美君） 実例を言いますと、現在要介護４で認知症の方が入っ

ています。その方は動ける方です。内科的疾患というよりも、動けて、ある程度のことができ

て、要介護４というと、かなり日常生活の中で理解が落ちている方というのも、実際入ってい

ます。 

 私たちの施設の中で大事にしていることは、やはり認知症の方に、｢してはいけないよ。ここ

にいてね。｣と言っても、それは言葉による、身体的拘束ではないのですけれども、やはり言葉

で制限してしまうということはしたくないというのが現状で、いろいろスタッフ間で、「この方

は何を考えているんだろうね。」と、会話では、勉強ではないですけれども、対話を結構させて

いただいています。 

 今の施設の現状で、例えば佐藤病院のところにある、みどりの苑とかは、やはり認知症の方

が多いので、施設が安全に徘徊できるような施設。例えば、くるくる回っていいよというあた

りと、やはり個別な空間があって、何をしても、好きなことをして、自分が思うような生活を

しながら安全を確保できるような空間が、今のきたこぶしのほうではないということと。やは

り 29 人の中には認知症の方がいれば、健康な方もいらっしゃって、１人だけの個別性を大事に

するというよりも、やはり入所している方全体の気持ちを大事にしていかなければいけないと

いうことで、例えば４人部屋で、その方がいることで、その方は自分の物と他人の物がわかり

ません。その方は全然悪気なしに持ってきたりすることが、ほかの方にしたらそれはすごく不

快なこと。ですからそういうことが起こらないように、例えばそれを個室で、個室料金をとら

ずに対応したりというかなりの工夫が、現施設の中では必要だというのが、現状の中でやはり

皆さん一緒に生活している。共同で生活する場ですので、１人だけということではなく、みん

なが気持ちよく、楽しく余生を送れればいいというのが現状ですので、やはり認知症の方にと

っても安心できる環境というのが、一番なのかなというふうに、今３カ月きている中では、感

想なのですけれども、考えています。 

○委員長（玉井昭一君） 西村看護師。 

○老人保健施設看護師（西村智子君） 先ほどとお話がダブるかもしれないのですが、施設的

な問題は確かにあって、かなり医療から施設に変わっていますので、全く何もない状況の中で

やっているというので、センサーマットとか、通路をふさぐとか、それくらいしかないのです。 

 医療的に、例えば、２階であれば抑制をしたりとか、ベッド柵を４点柵にするとかというこ

ともある程度してはいたみたいなのですが、老健に関しては、ベッド柵を４点にしてしまうと

それが拘束になってしまうので、それはやはりできないのです。おむつを外したりという人も

いなくはないのですが、そういう場合に、例えば２階であれば、長衣着といって、ボタンとチ

ャックがついて外れないという病衣があるのですけれども、そういうものもやはり身体拘束と

なりますので、老健では一切そういうことはできないのです。そういう中で、どういうふうに

工夫していかなければいけないかというところが問われてくるのです。 
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 あとは、介護の面で一つ言わせていただければ、人数がいるからといって、認知症の方の安

全が守れるかといったら、そうではないと思うのです。やはりそういう中での意識だと思うの

です。ヘルパーももちろんそうですし、看護師のほうでも、今までの医療をやっていたものと

少し違って、老健のほうが、例えばサインというのはすごく気にしなければいけないと思うの

です。看護の場合であれば、何かおかしいなと思えばドクターに言って、採血をしてもらった

り、検査をしたりというところで病気が見つけやすいのですが、老健の場合は、ほとんど検査

というのはありませんので、やはり看護師の目とか、ヘルパーの目というところで、やはりサ

インを見逃さないというところで、意識を高めていかなければいけないという部分もすごく大

きいと思うのです。ですから、日常的なお互いの声の掛け合いとか、医療面と違って大事にな

ってくるというのがあるのです。ですから、認知症患者さんが何人かいて、その受け入れの中

で看護師や介護の人のスタッフが多くなることで守れるかといったら、そこも違うと思うので、

レベルの向上というものもしていかなければいけないなというのは思っています。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） わかりました。現状の課題については、しっかり皆さん考えてい

らして、そういった取り組みが行われているということで、こちらのほうも理解しますし、現

地を見せてもらいながら、もう少し理解したいと思いますけれども、先ほど、今入所されてい

る方が 17 名ということで、７月末までくらいには 24、25 名位まで持っていきたいという事務

長の話がありました。 

 もともとこの施設は、医療難民をなくしたいという１つの目的がはっきりしていたと思うの

です。例えば、苫小牧、室蘭近郊の大きな病院から、こちらに戻ってきたときに、在宅に戻れ

ない方々をどう対応していくのかといった、いろいろな考え方の中で、一つこういった施設が

必要だろうということだったと思うのです。 

 それは、先ほど事務長が、多分各医療機関との連携の中で、埋めるのは簡単ですよと言った

のはそういう意味なのかなと思いながら、こういった連携の中で、例えば１年間、どういった

計画の中で、医療機関との連携を結んでいこうとされているのか、簡単でいいのでわかれば、

それについてのお話をお伺いしておきたいなと。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。 

○老人保健施設事務長（丸山伸也君） 他の医療機関との具体的な内容については、有島のほ

うから話をさせますが、基本的にはどういうふうに考えているかというと、これは望むと望ま

ないとにかかわらず、各医療機関のほうからお話がきています。その中でうちで受け入れ可能

な方は、これは取捨選択審査をさせていただいて、うちのほうで、とりあえず２階で１回受け

ましょうと。２階の一般病床で若干の検査をさせていただいて、医療的には問題ないと。それ

であればうちの施設に上げましょう。それと、２階で受け入れている期間の中で、どうもこれ

は認知症がひどくてうちは受けきれないでしょう。専門のところに送りましょう。こういうケ

ースもあります。 

 ですから、特に、あえてこういう形で計画を立ててという形では、もう実態として必要ない
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というふうに判断しています。医療はどんどん動いていますので、例えば、きょう帰った段階

で、どこかの医療機関から、こういう人がいるのですけれども検討していただけますか。とい

う話がきている可能性は充分にある。そういったものをきちんと拾っていきたいというふうに

考えています。基本になるのは、最後は白老でという希望の方、非常に多くいらっしゃいます

ので、先般も日翔病院から末期がんの方を受け入れていますし、残念ながらそれは病院として

受けて、老健としては受けていませんけれども、そういったこともやりながら、より深めてい

きたいと。 

 逆に、こちらのほうも積極的に外に出て行って、いろいろな調整をしつつ、うちには若干空

きがありますよと。こういう形での対応はできますという情報は発信をしていくという形で対

応していきたいと思っております。 

 他の医療機関とどんなやり取りをしているか。実例があれば。 

○委員長（玉井昭一君） 有島保健師。 

○老人保健施設保健師（有島珠美君） 私がこちらの病院に勤務したのは４月です。きたこぶ

し老健ができたのも４月ということで、来ましてから勤医協、苫小牧脳外科、王子、市立、苫

小牧の大きな医療機関へあいさつに行かせていただきまして、電話の相談だけではなく、実際

に医療相談室へ出向いていって、ごあいさつと入所の相談に乗れることはお伝えしています。

それと、登別の厚生年金病院や三愛病院のほうへも、ごあいさつに行かせていただきました。 

 現在、きたこぶしへ入所されている方、17、18 ということですが、実際に４月から入ってい

る方は 23 名の方がいらっしゃいます。その中で、１人はもともと老人保健施設は中間施設とい

う終身入所ができる施設ではないので、寿幸園のほうに申し込まれていて、空きができたので

退所された方、在宅に戻られた方、残念なことに亡くなるぎりぎりまで老健のほうにいて２階

へ入院されて３日で亡くなられた方ですとか、今も現在、医療のほうで体調が悪くなって２階

へ入院して治療を受けている方という形で、そういう動きがある中での相談を受けています。 

 そのほかにも、実際、今の相談の中では、７名ほどの相談を受けていまして、糖尿病の治療

をしています。在宅でインシュリン注射をしている方の受け入れの相談もきたのですが、イン

シュリンの注射のほうは、私たちも 24 時間、先ほどおっしゃられているように看護師がいるの

で対応できますが、治療状態が安定している方ということで、状態が悪化している、例えば基

準の数値がかなり高い状態では安定しているとはいえないので、安定してからご相談に乗れま

すよという方ですとか、発症後間もなくで、積極的なリハビリが必要な方というのもいらっし

ゃると思うのです。もしかしたらもっと回復期で、リハビリのような専門的なリハビリを受け

ることで、もうちょっと在宅に戻れる方がいるのではないかということで、そのあたりは病院

のほうとご本人の状態とご家族の希望を聞きながら退院の調整をして、そこにも連絡をして、

入所の相談を受けていますので、またご連絡をとらせてください。ということで、連絡を取ら

せていただいています。 

 私もここに来て間もなくなものですから、ご迷惑をかけることも多いなと思いながら、わか

らないことも、この後、勤医協病院に今入院されている方から入所の相談がきていますので、
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午後から西村看護師と２人で勤医協のほうへ行って、ご本人の様子を見て、ご家族と会ってさ

せていただいています。相談の中では、先ほど事務長が言った方のように、白老に戻りたい。

今苫小牧に入院されているのだけれども、やはり住み慣れた白老で最後を迎えたいから、そち

らの病院へ行きたいのだという相談がすごく多いので、そのご希望にどうしたら答えられるか

という形で、相談には乗らせていただけるようには努力しています。 

 ですから、相談は来ていて、入所も順次来るのですけれども、病状悪化で入院されるという

方も少なくない現状に悩んでいるのが実際です。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 状況はよくわかります。まだ頭の中で整理できていないのが、例

えば、今言ったとおり３階に移ってある程度安定していますと。ただ、悪化してくる場合もあ

ります。２階に行ってもらうと。その方が安定してくると、戻ってくるためのベッドを空けて

置かなければならない。そこに、空いたから次の人を入れますというわけにはいかないという、

そういったやりくりも必要なことなのでしょうね。 

 例えば、28 床というか、あるけれどもそこで２階と３階との連携の中で、３人が今下に行っ

ていると。空いているから、３人をほかの病院から入れるわけにはいかない。そういったこと

というのはあるのでしょう。それについてどのようにしているのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。 

○老人保健施設事務長（丸山伸也君） 議会でも説明していますが、想定されている利用率は

26、25 床というふうに予算のときにも説明していると思います。瞬間的に 29 床になるだろう

なと、このように思っています。 

 ですから、３名程度３階から２階に降りられたのも、当然それは戻ってきたときに、戻れる

ところがあるよという前提で考えています。もう一つは、３階で診ていただくお医者さんと、

２階で診ていただくお医者さん、同じお医者さんでお願いをしております。 

 したがいまして、当然２階に降りた時点で、いつの時期になったら戻れるか、当然ある程度

お医者さんが判断しますし、今度、戻ってくるときも、当然空きがありますから、いわゆる判

定会議を特に設けなくても、戻しましょうということで、すぐ受け入れは可能になっています。 

 そういった具合に、お医者さんもチームを組んでいただきながらやっておりますので、比較

的２階、３階の移動というのは、それほど心配していただくことはないのかなと思っています。

充分に 29 という定員枠を上手に使いながら、現状では 17、18 ですから、これは全く問題あり

ませんけれども、きょうの夕方２人くらいの判定を用意しています。月に４回、週に１回程度、

判定会議を開いていきますので、そうしますと７月末で 26 くらいの入所者は確保できるのかな

という具合に考えています。２階に降りたときの心配というのはないとお考えいただいて結構

かと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今お話を聞いていて、すごい時代になったなと思うし、魚のセリの市

場みたいなものですね。いいものは取ってくる、よくないものは取らない。選定しながら入れ
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る。それは市場がいっぱいあるからですね。本当に、市場のマグロのセリと同じだなと、人間

もこうなったのかと私は先ほどから聞いていたのです。 

いずれにしても、白老のまちが新しい病院も建設しなければだめだし、私は前から言った、

３階と２階との垣根がきちんとなっているのかと、前にも私言っています。上と下と同じ医者

が診るというのは、これは全然問題がないことなのかと思うのだけれど、どうなのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。 

○老人保健施設事務長（丸山伸也君） 施設長はうちの院長でやっておりますし、うちの病院

全体として、２階の患者さんだろうが、３階の入所者さんだろうがバックアップをしていきま

しょうというふうに考えています。法的には、全く、２階、３階同じお医者さんが診て問題は

ございません。 

 もう一つは、例えば、状況が変わることによって、外科の院長先生が診るよりも内科の猪原

先生や小野田先生が診るほうがいいという場合が当然出てきます。これについては、当然逆の

場合もあるのですが、それもきちんとお医者さんの中で、こういう状況になったので、先生面

倒診てね。というやり方をきちんとやっていますので、逆に、入所者の方が患者になった場合

も、スムーズに医療が連携して行われていく形になっていますので、入所者や患者さんにとっ

てはいいことではないかというふうに思っています。 

○委員長（玉井昭一君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 単純なことなのですけれども、今、職員体制、５月 31 日付で 13 名

となっていますが、これは、今、ベッド数に比較して利用されている方が少ないからこの人数

なのか、これが満度の人数なのか。 

 それと、先ほど介護スタッフ８名でやりたいということだったのですが、この介護スタッフ

という呼び方をした場合に、13 名中何名が介護スタッフなのか、その辺、単純なことですけれ

どもお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。 

○老人保健施設事務長（丸山伸也君） 職員体制ですが、これは一応、この 13 名でやるという

ことについては、予算の時点、去年の開設時点、届けをした時点から、13 名で基準は満たすと

いうことになっています。 

 ただ、これから、先ほどいろいろお話が出てきましたけれども、予期せぬ認知症の問題だと

か、そういったことを考えていったときに、果たしてこの人数でうまくいくかいかないかと。

これは当然、そういった課題が出てくるかと思いますので、これが、例えば、今年度末までこ

のままの体制でいくかどうかについては、これ、増員の要因はあると。プラスする要因はあり

ますと。ただ、29 名の体制を確保しなければなりませんので、これは最低の人数だというよう

な理解をしております。 

 それと、先ほどから介護スタッフという話をしています。２階のヘルパーさん、一般病棟の

ヘルパーさんと、３階のヘルパーさん、３階でのヘルパーさんは介護スタッフと言っています。

これはなぜかというと、施設と病院の意識、扱ういろいろなケースが違うよということで、特
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に介護スタッフ、看護スタッフというような言葉で、医療機関とは違うので、老健なので、そ

れにふさわしい介護と看護はやってくださいと意識づけのために、あえて介護スタッフ、看護

スタッフという言葉を使っております。 

 このうち、介護スタッフといわれるのは、介護師６名の部分になります。いわゆるヘルパー

資格、もしくは介護福祉師の資格を持っているものを介護スタッフというような呼び方をして

やっております。来週になりますと、この介護スタッフが８名になるというような形になって

ございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） そうすると、単純に、これが基準の 13 名体制で 29 床をやるという

体制なので、介護スタッフを、例えば６名から８名にすると、どこかほかのところで現時点で

は少なくなるという考え方でいいのですか。 

 例えば、基準だから、最低だから、それだけ増員していくよという課題でとらえていいのか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。 

○老人保健施設事務長（丸山伸也君） これは最低基準ですから、プラス２名は上乗せという

形になります。増員していくと。 

先ほど言いました男性スタッフについては、教育も含めてやっていきますので、最終的にう

ちできちんと落ち着いてくれれば、正式な介護スタッフとして確保していきたいと考えており

ます。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。私のほうから２点。 

先ほど細かなことだけれども、センサーマットの話が出ましたね。安全面からいけば 29 個、

それがあるにこしたことはないのではないかと、私はそのように感じたのだけれども、中身は

わかりませんが、その辺の状況と、今、何個あって、そのセンサーマットが幾らくらいするの

かと。その辺のことが一つと。 

それから、経営的なことで、29 床全床が埋まればそれにこしたことはないと。私は素人で経

営だけしかわからないのだけれども、そう思っています。平均 26.5 に持っていけばいいのだろ

うというのが考えのようですが、その辺は、より早く満床にすべきではないかと思うのだけれ

ども、その辺の２点についてだけ、お伺いしたいと思います。 

西村看護師。 

○老人保健施設看護師（西村智子君） センサーマットは、今３枚あります。センサーマット

の３枚というのは足元に敷くセンサーマットですね。それと、もう１枚は、ベッドのマットの

下に入れて動いたら鳴るというのがあるのですが、実際に使ってみると硬くて利用者さんには

不向きなのです。それで、使い方としては、今それは使っていません。ただ、踏むとそれも使

用できますので、例えば入口に、出入りする人がいる場合は、個室などにはそういうものも使

えると思っていますので、それも個室で必要な人がいれば、対応していく形で考えています。 

 それと足元センサーマットですが、それは１枚大体４万円くらいです。29 名いても全員は使

いません。あと、１枚使いますけれども、例えば夜だけ必要な方とか、１カ月、２カ月使って



 23 

必要なくなる方もいますので、今現在は何枚というのは言えないのですけれども、一応３枚の

段階で回している形なので、今の利用者さんの段階ではいいかなと思いますけれども、これが

ふえてきたり、認知症の方がふえれば必要になってきます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山事務長。 

○老人保健施設事務長（丸山伸也君） センサーマットを含めて、ほかにも感知機みたいな形

で、そういったものも考えなければならないなと思っています。ただ、設備を大々的に直すと

いうことにはなりませんので、簡略化された何か器機がいいのがあれば、それは順次導入をし

ていきたいと思っております。いずれにせよ、センサーマット３枚で充分かというと、予備も

含めてもう少しいるのかなというふうには考えています。ただ、それも入所の状況等見ながら

判断をしていきたいなと。決して、予算がないから買わないというようなことは考えていませ

ん。必要であれば買えということで、予算流用しながらやっていきたいと思っています。 

 もう一つは、委員長が言われたとおり、経営面から言うと 26 とか 27 とか、そういう数字に

早く持っていきたいというふうには思っています。ただ、もう一つは、よその市町村の方を入

れてまで、そこまでして埋める必要があるのかなと。やはり、いろいろな相談等の状況を聞い

てくると、できれば白老で受け入れいただきたい。白老の町民さんですからという形でのお話

が結構来ていますので、そういった方を基本的に受け入れると考えていますので、無理やり経

営のために、どちらの方でもいいですということについては、これはやる考えは毛頭持ってご

ざいません。 

 それともう一つは、先ほども何回も言いましたけれども、やはり、できて３カ月、その前段

の準備がないということですので、だんだん介護師、看護師の老健施設の運営に対する熟度と

いうのですか、練度というのが少しずつ上がってきていますので、余り遅くない時期に、経営

的に安定した人数は可能であると。そういったことも含めて７月末には 24、25 くらいには何と

か確保していきたいと思っています。そうすると、例えば、２階、３階の行き来があっても、

３つ４つ瞬間的に、29 という数字になるかもしれませんけれども、そういったことでの対応は

充分可能になってくると。 

 一番大事なことは、町民に医療難民を少しでも生まないようにしたいということを思ってい

ますので、院長も当然そういう考え方でおりますので、そういった方向性で今後経営にあたっ

ていきたいと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。 

なければ、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時５４分 

                                         

再開 午後 ２時２７分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 調査のまとめということで進めたいと思います。きょうの調査事項で、こういうことは重要

なことであるから報告してほしいというご意見がございましたら出してください。西田委員。 
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○委員（西田祐子君） 西田でございます。ぜひ、入れていただきたいと思いましたのが、午

前中のときにもお話出ていたのですが、理学療法士の方が、病院と老健両方をかけ持ちでやっ

ていらっしゃるということで、今、人数は 18 名ほどですが、これ以上人数がふえるということ

になりますと、とても１人では対応できないようなことをおっしゃっていましたので、その辺

を、看護師さんもそうですし、やはり、理学療法士さんとか、そういった面の確保も必要なの

かと。ぜひ、その辺は入れていただければありがたいかなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） もう少しふやせばと。 

○委員（西田祐子君） もう一人。今、理学療法士さんお一人ですよね。一人で両方というの

はなかなか無理があると思うので。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。 

きょう、午前中は新しく老健施設が開設されたと。経営的なことと中身。優しく介護すると

いうこと。この辺が主体的なことかと思っております。今、西田委員が言われたことも重要な

ことだと思います。そのことを言ってしまえば、それに尽きるかと思うのだけれども、特にこ

のようなことということがありましたら。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 総じて見れば、きょう見た範囲では、一生懸命頑張っているなという

印象は、僕は受けました。あの状況では、スタッフを若干ふやすというのは、今、西田委員か

らも出ましたけれども、基準は、今の 18 名でいいと言っていますが、スタッフ若干ふやすのは

しようがないかなと。26 で満床で、３つくらい余裕があるとしても、ピーク時は 29 入るとい

うことも考えられますから、そうすれば、若干のスタッフをふやすということは仕方がないの

かなという印象を持ちました。 

やはり、認知症や何かに対して、もう少し柔軟性のない考え方なのかと僕は思ったのです。

けれど、そういうことでいけば、今まだベッドは埋まってないから、他市町村の人を入れるよ

りも、白老の人を入れたいという考えだとはっきり言っていますから、そういうことで言えば、

がんじがらめに考えているのではなくて、僕が思っているのは、認知症だとはっきり診断され

てしまえば、入れないと思ったら、入れなくていいはずなのです。専門施設、グループホーム

あるわけだから。もちろん病院と併設だということもあるから、その条件もあるのだろうけれ

ど。そういうことで言えば、対応としてはいいなかというような気は、少ししていました。介

護保険料は上がるけれど、施設はなければどうにもならないのではないだろうか。これでまた、

グループホーム２ユニットつくったら、また介護保険上がるでしょう。施設をつくったら全部

上がるのだから、特養つくっても上がるし。特養、いくらダブっていると言っても 200 人待ち

なら、やはりおかしいですよね。 

○委員長（玉井昭一君） おかしいというより、待っている人がかわいそうだ。何とかしてや

らなくては。 

○委員（大渕紀夫君） そういう印象を持ちました。 

○委員長（玉井昭一君） 200 人待ちはかわいそうだよ、本当に。異常ですよ。 

 氏家副委員長。 
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○副委員長（氏家裕治君） 感じたことなのですが、やはり大渕委員が言うとおり、保健師さ

んというか、相談員の方と看護師の方、スタッフの方との連携がうまくできていて、患者さん

の立場に立った相談体制が、今、引き続きとられているということは、評価しなければいけな

いことなのだろうと思います。 

 利用者の側に立った入所相談に応じているということは、すごく、聞いていてわかるのです。

そういったところはしっかり評価することも大事だと思うし、どうしても、今、社会状況の中

で問題になっているのは、限られたスタッフの中で、認知症もだんだんふえてきているという

話。介護している現場が虐待、介護している現場の中で職員が追い詰められて、そういったこ

とも出てくるというのも、今の社会問題になっている以上は、スタッフというのは随時、状況

に応じて、必要数というのは確保しなければいけないのだろうと思います。 

 そうしないと、今は確かに、明るく対応しているかもしれないけれど、これはやはり行き詰

まりが出てくるということが一番怖いことだから、先ほど西田委員が言われたとおり、理学療

法士含めて、スタッフの確保というのは随時、必要に応じてふやすべきだろう。それはやはり

仕方がないでしょう。僕はそのように思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。大体この辺で尽きますか。細かいことをだら

だらと書いても仕方のないことだから、今始まったばかりの小規模老健だから、経過を少し見

なければわからないなという点が多いでしょう。期待を込めたことにしかならないかと思いま

すけれども。そのようなところで、正副委員長に任せていただければと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） それでは、以上できょうの建設厚生常任委員会は終了いたします。 

（午後 ２時３６分） 


