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社会の高齢化が言われて久しい。
だが，これまでは地方の問題と受け
取られてきた感がある。確かに勤労
人口の流出で地方の高齢化は進んだ
が，東京へ出た若者もやがては老い
る。高度成長を支えた世代の大量リ
タイアを控え「東京の高齢化」とい
う新たな問題が浮上してきた。農村
では地域の人的なつながりが保たれ
ているが，東京では近所づき合いを
厭う人もめずらしくない。地方とは
違う対策が必要だ。

在京の医療機関も，高齢者への対
応を意識せざるを得ない。果たして
東京の病院が向かうべき道は…。

それを探るべく，大田区の「社会
医療法人財団 仁医会 牧田総合病院」
を取材した。同病院は急性期医療を
メインとしているが，近年は高齢者
医療にも力を入れ，在宅医療まで総
合的にカバーする体制を整えつつあ
る。また，高齢者をめぐる地域の取
組みにも関与してユニークな手法を
提案，全国から注目を集めている。

	 大森地区で70年以上の歴史刻む

牧田総合病院は JR 大森駅から歩
いて 5 分足らず，アーケード商店街
から分かれた横道の途中にある。道
を挟んで 2 棟の建物が立ち，周辺に
は関連施設（牧田中医クリニック，
はるかぜ皮膚科など）が点在する。

大森は蒲田と並ぶ，大田区を代表
する商業地域だ。近年は若者をター
ゲットにした店も増えたが，依然，
昔ながらの商店が多い。生活者の街
であることがうかがえる。
「昔から暮らす住民が多い一方，

マンションが建った関係で，比較的
若い世帯も多いです。小学校の教室
は不足気味だと聞きます。高齢者と
子供の両方が多い，というのが大森
という街の特徴でしょうね」

荒井好範・社会医療法人財団仁医
会理事長（脳神経外科）はこう語る。

牧田総合病院は，1942 年（昭和
17 年）に医院として創設され，1969
年（昭和 44 年），総合病院に。急性
期医療が中心で，救急対応には多く
の実績がある（救急車の受入れは年
間約 4500 件）。
「高次脳機能外来」や「物忘れ外来」

などの専門外来や，「脳卒中センタ
ー」「消化器病センター」「腎センタ
ー」といった専門部門を置いて高度
な治療を行う一方，予防医療にも早
くから力を入れてきた。人間ドック
の開始は 1960 年（昭和 35 年）と都
内でも早い。2012 年 12 月には，JR
蒲田駅から徒歩 10 分という交通至
便な場所に，専用施設「人間ドック
健診センター」をオープンさせ，こ
の分野のさらなる充実を図った。

近年は高齢者医療に対応する体制
づくりが目覚ましい。すでに訪問看
護ステーションや介護サービスセン
ター，介護老人保健施設があるが，
2013 年 1 月には人間ドック健診セ
ンターの隣接地に，並行して建設が
進められていた「蒲田分院」が開院
した。病床は回復期リハビリテーシ
ョン病棟と医療療養病床からなり，
デイケアリハビリセンター，訪問診
療室などを併設している。
「本院にあった回復期リハ病棟と

療養病床を移転して拡充しました。
分院では外来診療を行わず，回復期
の入院治療と通所リハ，訪問診療の
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急性期から在宅まで総合的に対応
高齢者を見守る地域の活動を支援

病床数／本院 284床（一般）（実稼動 216床）
　　　　分院 120床（回リハ 60床，医療療養 60床）
診療科／本院 14科，分院 2科（分院の外来診療なし）
平均在院日数／本院：14.7 日
　　　　　　　分院：回リハ 82.3 日，療養 462日
入院患者数／本院 175名，分院 120名（1日平均）
外来患者数／本院 700名（1日平均）
職員数（常勤換算）／本院：医師 50名，看護師 196名等
　　　　　　　　　  分院：医師 6名，看護師 50名等

（2014 年 12月現在）
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みを行っています。分院は回復期と
維持期の医療，特に『リハビリテー
ション』と『在宅医療』に特化し，
本院は急性期医療に専念する，機能
分化の体制を整えました」（荒井理
事長）

	 地域包括ケア病棟をいち早く導入

もう一つ特筆される体制づくりは
「地域包括ケア病棟」の開設だ。本
院に 30 床新設された（2014 年 5 月）。
同病棟は 2014 年 4 月の診療報酬改
定で新設されたばかりだったから，
全国的にも早い開設だった。
「従来は亜急性期病床が 8 床あり

ましたが，蒲田分院ができましたし，
7 対 1 看護体制をキープする必要も
あったので，新制度に転換しました。
まだ試行錯誤の段階ですが，ほぼ事
前のシミュレーションどおりに機能
しています」（荒井理事長）

地域包括ケア病棟は急性期を脱し
た患者の受け入れに限定されるので，
蒲田分院の回復リハとの“使い分け”
に工夫が要るように思われる。
「それはありますね。リハビリの

必要度が基準になると思います。長
期の入院リハビリが必要な場合は回
復期リハ，短期のリハビリで済む場
合は地域包括ケア…といった分け方
です。現状では，地域包括ケアの患
者さんの 7 〜 8 割は整形外科，あと
は軽度の脳卒中などの内科疾患です。
整形外科は疾患によっては回復期リ
ハへの入院が認められていませんか
ら，地域包括ケアのほうが柔軟に対
応することが可能だと思います」（荒
井理事長）

回復期リハ病棟も地域包括ケア病
棟も高齢者に限定しているわけでは
ないが，高齢の入院が多くなること
は間違いなく，実質的な高齢者医療
の強化と言って差し支えないだろう。
「当院は伝統的に患者さんを最後

までフォローすることをモットーと
しています。急性期病院でありなが
ら昔から訪問診療に積極的なのもそ
のためです。外来，入院，在宅，そ
れぞれに力を入れて総合的に支える。
国の言う〈地域包括ケア〉を法人内
で完結させるわけです。そのために
各部門の機能分化と拡充を進めてい
ます。蒲田分院もリハビリ部門を強
化し，在宅の患者さんを支えようと
いう方針の一環です」（荒井理事長）

確かに同一法人でカバーすれば，
急性期から回復期，それから慢性期
あるいは在宅療養へといった各ステ
ージへの移行はスムーズに行える。
患者や家族の安心感も大きいだろう。
「もう一つ言い添えますと，回復

期や健診部門を充実させるのは，基
本である急性期のレベルを維持する
ために必要なことでもあります。い
ろいろな部門をもち，法人全体で考
えれば，急性期の診療報酬が大きく
改定されても，他部門でカバーする
ことができます」（荒井理事長）

一方で急性期についても新たな展
開が必要だと荒井理事長は言う。
「高齢者を受け入れる仕組みづく

りが必要だと考えます。例えば〈高
齢者救急〉ですね。高齢者施設の入
所者に何かあった場合，往診した医

師が迷うのは搬送先なんです。認知
症の受け入れを拒む救急病院は少な
くありません。そこで施設と提携し，
何かあったら当院へ迅速に搬送され
る仕組みを構築したいと考えます」

	 地域包括支援センターの取組み

ところで，牧田総合病院は大田区
の高齢者福祉に大きく関与し，取組
みが高く評価されていることでも知
られる。区から委託を受けて運営し
ている「地域包括支援センター入新
井」（さわやかサポート入新井）が
中心となって地元の商店・企業の連
携を進め，地域全体で高齢者を支え
る個性的な仕組みを実現させている。
それが「おおた高齢者見守りネット
ワーク」（愛称：みま〜も）だ。

この取組みの立ち上げで主導的な
役割を務めた，澤登久雄・地域包括
支援センター入新井センター長（牧
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荒井好範・	
社会医療法人財団		
仁医会理事長

▲

牧田総合病院本館の救急専用入口。
処置室に直結している

▲

在宅医療の拠点として2013年にオープンした「蒲田分院」
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田総合病院医療福祉部および在宅医
療部部長）に背景を聞いた。
「私は 2 代目のセンター長として

2006 年に配属されましたが，当時
はケアプランの作成に追われるばか
りで，センター本来の役割を十分果
たすことができない状態でした」

地域包括支援センターは 2005 年
の介護保険法改正で発足。高齢者の
保健，医療，福祉のほか，虐待防止
など人権にかかわる事案にも応ずる。
もちろん介護予防ケアプラン作成も
重要な業務だが，従来の在宅介護支
援センターより担う役割は幅広い。

澤登センター長が状況の打開策を
模索していた頃，ある介護事業所か
ら相談を受け，高齢者対象のセミナ
ーの会場を仲介した。地元の老舗百
貨店に話を持ちかけて協力を得たの
だが，これを機に商店や企業を巻き
込んで高齢者福祉に取り組もうとの
気運が生まれ，「地域全体で高齢者
を見守る（気づき，支援する）ネット
ワーク」の構築へと発展していった。

こうして 2008 年春にスタートし
たのが『みま〜も』である。「地域
で見守る」という趣旨に基づき，高
齢者対象のセミナーやイベントの開
催，広報など様々な活動を行ってい
る。

この取組みの最大の特徴は，地域
の商店・事業所の「協賛」で運営さ

れている点にある。ただ，当初はそ
れがネックとなり（委託とはいえ，
公的な性格が強い地域包括支援セン
ターが関与する取組みに企業が出資
するのは賛同しかねるなど），区の
対応は必ずしも協力的ではなかった。

しかし，今では区が自賛するまで
に充実・発展。高齢者福祉の施策を
模索する全国の自治体や地域団体か
らの視察も多い（ちなみに，仕組み
づくりに主導的な役割を果たした澤
登センター長だが『みま〜も』では

「事務局」の立場である）。

	 高齢者見守りキーホルダーの成功

『みま〜も』を有名にした取組み
の一つが「高齢者見守りキーホルダ
ー」（SOS みま〜もキーホルダー）
だ。高齢者の身元情報を地域包括支
援センターに登録してもらい，引き
換えにキーホルダーを配布，これを
外出時に携帯してもらう。
「持っている方の個人番号と地域

包括支援センターの連絡先を記載し
ています。一人で外出中に倒れても，
救急隊がこれを見て地域包括支援セ
ンターに連絡すれば，その人の情報

がわかります。現在の登録者は約 2
万 500 人なので，区内の高齢者の 7
人に 1 人が持っている計算です。警
察や消防への周知も進み，当センタ
ーへ問合せが入ることも多くなって
います」（澤登センター長）

このキーホルダーが誕生した経緯
も興味深い。『みま〜も』が開くセ
ミナーの打ち合わせで，大森地区の
病院のソーシャルワーカーが集まっ
たとき，夜間に救急搬送される身元
不明の高齢者の増加が話題になった。
「意識不明や認知症で，どこの誰

かわからない。高度な治療をしよう
にも家族と連絡がつかないので同意
が得られない…。そこで身元確認が
できる仕組みを考えようということ
になりました」（澤登センター長）

病院や高齢者施設の専門職が集ま
って検討を重ね，「出かける際には
鍵をかけるはず」ということから，
キーホルダーの仕組みが考案された。
2009 年 8 月から登録受け付けを始
めたが，例によって区は難色を示し，
配布が認められたのは，大森地区に
ある 6 カ所の地域包括支援センター
だけだった（ちなみに大田区内の地
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▲

「高齢者見守りキーホルダー」は年1回，誕生月に
地域包括支援センターで更新手続きをする。高齢者
とセンターの“つながり”を維持するため，敢えて
面倒な仕組みにしている

▲

（左）大森柳本通り商店街にある「アキナイ山王亭」は，空き店舗を改装した『みま〜も』
の活動拠点。地域住民が自由に立ち寄れるスペースで，セミナーやイベントが頻繁に開
催されている（地元ケーブルテレビ局が取材中）▲

（右）「大田区地域包括支援センター入新井」の事務所。牧田総合病院のすぐ近くにある
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域包括支援センターは 20 カ所）。
ところが，キーホルダーを知った

大森地区以外の区民から「なぜ他の
地区では登録できないのか」と区役
所にクレームが複数寄せられたこと
もあり， 2012 年 4 月から区全体の事
業に移行した。

行政は区民の思いをつかめなかっ
たわけだが，問題の深刻さを認識し
ていた澤登センター長は「当初から
成功を確信していた」と振り返る。

	 地域と問題を共有する

「東京には地方とは違う高齢者問
題がある」と荒井理事長は言う。
「特に深刻なのは独居の認知症。

本当に多いです。一見しても認知症
とはわかりません。近所づきあいが
ないので誰も知らないし，声をかけ
る人もいない。外に出て変人扱いさ
れるならいいほうで，自宅に引きこ
もれば存在さえ知られません」

こうした実態を地域全体で認識し，
共有していたからこそ，『みま〜も』
が結成され，「見守りキーホルダー」
が普及した。『みま〜も』の協賛事
業所（現在 80 以上）には病院やク
リニックも含まれるが，いずれも訪
問診療を実施している医療機関で，

日頃から事の重要性を理解している
ため，協力を惜しまないという。「他
の病院が始めた取組みだから」とい
った，うがった見方，冷めた見方は
まったくないそうだ。

地域包括支援センター入新井を受
託運営する牧田総合病院が，この取
組みを理解し支援していることも大
きい。
「キーホルダーも『みま〜も』も，

受託業務と直接の関係はありません。
私が関与する必要も本来ありません
し，かかわったからといって委託料
が増えるわけでもありません。それ
でも法人は理解し応援してくれてい
ます。取組みが成功したのは，その
お陰だと思っています」

澤登センター長はさらに続ける。
「私たちのような独自の取組みを

始めようと思っても，地域包括支援
センターの受託母体から理解を得ら
れず，断念してしまうことが多いと
聞いています。運営母体の理解を得
られるかどうかが“鍵”ですね」

荒井理事長も「地域包括支援セン
ターの取組みが病院経営に直接的な
メリットをもたらすことはない」と
前置きしたうえで，こう語る。
「地元に根ざして歩んできたので，

当院には地域の取組みを積極的に応
援する伝統があります。また『社会
医療法人財団』なので，社会的な使
命感を意識していることもあります。
少なくともセンターの取組みを抑え
る理由はどこにもありません」

地域包括支援センターの受託者は
社会福祉法人が大半で，医療法人の
受託例は少ない。専任の専門職の配
置が必要であることが原因と考えら
れるが（保健師または在宅ケアの経
験を有する看護師，社会福祉士，主
任ケアマネジャーを置くことが必
須），労が多い割に直接的なメリッ
トが大きくないことも理由だろう。

その観点で言えば，病院がバック
アップする地域包括支援センター入
新井は希有な例であり，他の支援セ
ンターにはない強みとも言える。そ
の“下地”には，同病院が 70 年に
わたって培ってきた地元との信頼関
係があることはもちろんだ。

大田区や大森地区独特の「地域性」
や「住民気質」があるだろうから，
同じ仕組みを他の地域が導入しても，
成功するとは限らない。ただ，どの
地域であろうと，医療機関は「地域」
と問題を共有し，ともに考えること
が必要だろう。東京特有の高齢者問
題を解決することにもつながるはず
だ。牧田総合病院，地域包括支援セ
ンター入新井，そして『みま〜も』
の今後を注視したい。

 （紗羅巳画文工房　清水一哉） 標
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▲澤登久雄・大田区地域包括支
援センター入新井センター長

▲

（左）広報誌の発行などPR活動も積極的だ。運営費はすべて『みま〜も』を賛助する
商店・事業所からの協賛金でまかなわれ，公的な援助は一切受けていない▲

（右）アキナイ山王亭の裏にある区立新井宿第一児童公園内の交流菜園「みま〜もファ
ーム」。同公園は『みま〜も』が区から管理・運営を受託し，様々な活動に利用している。


