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私を置いて、仕事にいくの？（介護 あのとき、あの言葉） 朝日新聞 2016 年 7 月 9 日
■「私を置いて、仕事にいくの？」
（３年前、がんのため６０歳で亡くなった母の言葉）
「私を置いて、仕事にいくの？」
がんで日に日にやせ細り、次々と出来ないことが増えていく母が、仕事に向かう私にそ
う言いました。
私は心が張り裂けそうになりました。この言葉は私の言葉だったから。
母は、私が幼い頃に離婚し、女手ひとつで私を育てあげました。
「私を置いて、仕事にいくの？」
。この言葉は、私が幼かった頃、高熱で寝込んでいた時、
仕事へ向かう母の背中にかけた私の言葉でした。
幼い私にもわかっていました。母が仕事にいくのは私のためで、仕方ないことだと。で
も、ほんの少しでいいから、構って欲しかった。いえ、振り向いて視線を向けてくれるだ
けでも。それだけでも良かったんです。
そんな私に母がくれたものは、平手打ち。それから暴言でした。幼い頃の私にとって母
の暴力は日常の一部で、物を投げられたり、包丁を突きつけられたりすることも珍しくあ
りませんでした。
母が言った私の言葉は、その時の記憶を、たった今見てきたかのように、鮮明に思い起
こさせ、私を荒れ狂う感情の中に放り込みました。私は母を傷つけたい衝動に駆られまし
た。しかし私は何とか怒りや悲しみで荒れ狂う心を抑え込み、優しく母を抱き締めること
が出来ました。
私が、母にそうして欲しかったように。私が、あの時幼かった私にそうしてあげるかの
ように。
私は母の介護と看病の際、母を傷つけたい衝動に駆られることがそれまでに何度かあり
ました。
私自身の発した言葉を、母の口から聞いた時、私は私自身の醜い衝動が、連綿と続いて
きた負の連鎖の罠（わな）であることに気がつきました。
認知症などでなく、末期がんで良かった。そう思ってしまう自分がいました。
１年以内に、醜い自分との闘いは終わる。そこまでなら、抑え込んでみせる。勝ってみ
せる。私はそう決意していました。闘いはほとんど私の勝利でした。
けれど、わずかに負けてしまい、母の心を深く傷つけてしまったことがあったと告白し
ます。そして、その事を深く後悔し続け、弱い自分を本当に情けなく思っています。
けれど、私は母を愛していて、母もまた、私を愛していました。愛している。なのに傷
つけたい。一見相反し、同時にはあり得ないように思えるこの感情は、けれど同時にあり、
そして抑えるのに大変苦労する、衝動的なものです。
母も、母の母も、母の母の母も、ずっとその先にも、きっとこの思いと闘ってきた人た
ちがいるのです。虐待をされたものとして、虐待をされる人の気持ちも、虐待をする人の
気持ちもわかります。

「○○することは虐待です」
。そう言うのはとても簡単です。けれど、その加害者たちは、
ともすると被害者で、負の種から生えた木の中の、たった一枚の葉に過ぎないかもしれな
い。そう思う心、木を見、森を見る心をどこかに少し、持っていてほしい。そう願います。
私は今、一枚の葉から、新しい幸せの種となれるよう、自分自身を変える努力をしてい
ます。
それが母や先祖への供養になると信じて。
◆岐阜県 主婦（３０代）

魚も野菜も本物そっくり？

加熱調理にも便利（介護用品お役立ち）
朝日新聞 2016 年 7 月 7 日
マルハニチロ「やさしい素材」シリーズ。左上
から時計回りに、「白身魚」「とけない にんじ
ん」
「とけない だいこん」
「キウイ」
「やさしい
おかず みためがギョウザ」
「Ｎｅｗ素材ｄｅソ
フト ピンクサーモン」

■マルハニチロ「メディケア食品」
お魚の形をした
ムース、本物の野菜
と同じ色のダイコ
ンやニンジン、本物
そっくりのギョーザや魚の切り身……。ど
れも見ているだけで楽しい気分になる。
マルハニチロの介護食「メディケア食品」
の「やさしい素材」は、咀嚼（そしゃく）
困難（食べ物などをうまくかむことができ
ない状態）になった人向けに、とろみとや
わらかさを兼ね備えた食事を作るための、
病院や介護施設向けの業務用冷凍食材だ。
見た目を実物に近づけただけでなく、それ
ぞれに特徴のある機能性を持たせている。
「たんぱく２１シリーズ」は、魚や肉一
人前の食材に含まれるたんぱく質を増やし
た。普通食とほぼ同じ量が目安で、食材１
００グラム中に約２１グラム以上。ただ、
たんぱく質は固まりやすく、それ自体が苦
みを持つ。味の調整を重ねるなど、商品化には２年近くかかっ
たという。
「Ｎｅｗ素材ｄｅソフト」は一見、普通の魚の切り身や肉の
かたまりに見えるが、実は食べやすくする工夫が施されている。
それは、たんぱく質の繊維を酵素の働きで切ること。素材が口の中で崩れて食べやすい。
凍ったまま加熱調理すると８５度で酵素の活性が失われるので、その後は常温に戻っても、
それ以上やわらかくならないという優れものだ。ただし、加熱前に解凍するとたんぱく質
の分解が進み、ドロドロになってしまうのでご注意を。
「とけないゼリー野菜」は、加熱調理をしても溶けないのが売りだ。野菜そのままの成
分や味、色を生かしたゼリー状で、加熱後もつるっとした食感が残る。「とけない だいこ
ん」は、見た目は本物の大根の輪切りと違わない。
マルハニチロが介護食品に参入したのは、２００５年のこと。当初は病院施設向けの業
務用冷凍食品が専門で、魚のムースがメインだった。

病院や介護施設では、普通食と、もっとやわらかくてとろみがあるものしか食べられな
い人向けの食事を一緒に調理する。素材を置き換えるだけで調理できれば便利だと考え、
まず、調理用の素材に力を入れた。
商品開発のヒントになるのは、介護施設や病院でのヒアリング。たとえば、「果物」シリ
ーズのキウイは、
「価格が安いのに、種が多くて使いづらい」という声を聞いたのが、開発
のきっかけになった。
「本物みたいにジューシー」と好評だ。
食材ごとにさまざまな調理例も提案している。たとえば、
「やさしいおかず みためがシ
リーズ」の「みためがギョウザ」は、焼くより水ギョーザの方が合うそうだ。季節ごとの
メニュー、ひなまつりや七夕といった行事に合わせたレシピを考え、２―３カ月前には紹
介する。
「食材を実際にどんな料理に使えるのか、広く知っていただくことが重要なんです」
と、マルハニチロのメディケア営業部メディケア営業課課長、三松義孝さん（５０）
。
２０１２年からは、家庭向けの常温の食品を売り出した。主力はレトルトパックだ。「も
っとエネルギー」シリーズでは機能性を売りにして他社製品との差別化を図る。
「高齢の方は一度にたくさん召し上がれないので、低栄養にならないよう、従来品の１・
５倍のエネルギー量を目安に中鎖脂肪酸油（ＭＣＴ）を配合しました」と三松さん。
ＭＣＴは無味無臭で、ココナツなどに含まれる天然成分だ。うどんや米といった主食に
も加えた。レトルトパック１袋で１食分の食事になり、栄養価も高いことから、需要が伸
びている。
他社には少ない中華系の食品や、どんぶりの具もニーズがある。また、冷凍ムースは、
家庭向けの「やわらか食シリーズ」でも販売している。
「何よりも、食べる意欲を持ってもらうのが一番大切」と三松さんは言う。「そのために
は、味も見た目も普通食に近い方が受け入れられやすい。特に目で見ることで食欲が刺激
されるので、見た目は非常に大切なんです」
〈マルハニチロ〉 １８８０年、中部幾次郎が鮮魚仲買運搬を始め、１９０５年に日本
初の発動機付鮮魚運搬船「新生丸」が誕生。２００４年に（株）マルハグループ本社設立。
一方、１９０６年設立の堤商会がもとになり、１３年「あけぼの印（ＤＡＹ ＢＲＥＡＫ
ＢＲＡＮＤ）
」誕生。９０年、
（株）ニチロに社名変更。
２００７年に（株）マルハグループ本社と（株）ニチロが経営統合し、
（株）マルハニチ
ロホールディングスに。１４年に事業持ち株会社「マルハニチロ株式会社」が誕生した。
商品情報は同社「メディケア食品」のページへ。
http://www.maruha-nichiro.co.jp/products/new_medicare.html

看護師など１００人の給与不払いの疑い 病院を捜索 大阪
NHK ニュース 2016 年 7 月 13 日
大阪・大正区の病院が、看護師や事務員な
どおよそ１００人に合わせて２０００万円余
りの給与を支払わなかったとして、大阪労働
局は最低賃金法違反などの疑いで、１３日朝
からこの病院の捜索しました。病院では職員
の解雇が相次ぐなどしていて、労働局が運営
の実態を調べることにしています。
捜索を受けたのは、大阪・大正区の医療法
人常磐会が運営する「ときわ病院」で、１３
日午前９時すぎに大阪労働局や大阪西労働基準監督署の担当者など、およそ１０人が建物
に入りました。
関係者によりますと、病院には看護師や事務員などおよそ１００人に去年１１月の給与
合わせて２０００万円余りを支払わなかった、最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いが

あるということです。労働基準監督署が給与を支払うよう指導しましたが応じず、職員の
解雇も相次いでいるということです。
関係者によりますと、この病院には内科や整形外科などがありますが、経営状態の悪化
などから去年１２月に入院患者の受け入れができなくなり、現在は外来の診療だけが続け
られているということです。
大阪労働局は押収した資料などを分析して病院運営の実態を調べることにしています。
ときわ病院はＮＨＫの取材に対して「コメントできない」としています。

「金の糸」挿入手術でＭＲＩ検査受診不可に 大阪府の女性が美容クリニックを提訴
阪地裁
産経新聞 2016 年 7 月 13 日

大

髪の毛より細い「金の糸」
。原告女性が、手術前にサンプルとして
クリニックから提供されたという

糸状に加工した金を顔に埋め込むことで、肌のハリが
回復するとされる「金の糸」と呼ばれる手術をめぐり、
大阪府内の５０代女性が頬に色素が沈着した上、ＭＲＩ
（磁気共鳴画像装置）検査が受けられなくなったとして、
大手美容整形クリニックに計約１５７０万円の損害賠償
を求める訴訟を大阪地裁に起こしたことが１３日、分か
った。６月にあった第１回口頭弁論で、クリニック側は
手術と色素沈着との因果関係を否定。ＭＲＩ検査を受けることにも問題がないとして請求
棄却を求めた。
訴状によると、女性は平成２５年１０月、大阪市内のクリニックで顔面の皮下に金の糸
を挿入する手術を受けた。だが、翌２６年３月になって両頬に茶色の色素沈着が現れ、現
在も消えていない。
さらに同１１月、頸椎（けいつい）部に持病があるこの女性が別の総合病院を受診した
際、医師から糸の存在を理由にＭＲＩ検査を断られたという。
女性側は「手術前に合併症やアレルギー症状のリスクについて説明がなかった。ＭＲＩ
検査も受けられるといわれていた」と主張。クリニック側に説明義務違反があったと訴え
ている。
一方、クリニック側は女性の色素沈着は以前からあったシミの一種が悪化したことなど
が考えられると反論。さらに金の糸は磁気に反応せず、埋め込み後にＭＲＩ検査を受けて
もまったく問題がなかったとする別の美容外科クリニックの書面などを提出し、全面的に
争う姿勢を示している。
電流集中しやけど恐れも
「金の糸」とはどんな手術なのか。訴訟でのクリニック側の説明によると、直径０・１
ミリの糸状に加工した２４金を、顔や頸部（けいぶ）から皮下に格子状に埋め込む美容術。
同様の施術は大手を含む多数の美容クリニックで実施されているという。
一般的に、効果としてうたわれているのは肌の若返り。生体内に異物が入ってきた反応
として「コラーゲンを生み出す細胞が活性化される」などと紹介されている。
ただ、美容外科医らが会員となっている日本美容医療協会（東京都）は平成２２年６月、
「金の糸の効果に明確なエビデンス（学問的証拠）はない」とする見解を公表。アレルギ
ー反応や皮下から糸が露出するリスクがあり得るとした上で「いったん埋め込まれた糸を
完全に抜き取るのは不可能」とも指摘した。
ＭＲＩメーカーなどでつくる「日本画像医療システム工業会」
（東京都）は「金糸等」が
ある患者には原則検査を行わないよう注意喚起している。ＭＲＩ検査では体に電流が流れ、
金属があるとその部分に電流が集中してやけどをする恐れがあるからだ。
眉などに色素を注入する「アートメーク」や入れ墨をしている人も、顔料に金属が含ま

れている可能性があるため同工業会ではＭＲＩ禁忌とされている。金歯や銀歯は、電流が
流れにくい形状のため禁忌とされていない。
一方、金の糸が埋め込まれていても「緊急性が高い場合はＭＲＩ検査を行う」という医
師もいる。神戸大医学部付属病院の川光秀昭放射線部技師長は「皮下に金の糸があっても
ＭＲＩは可能」との立場で、機器の出力を小さくすることでやけどのリスクを減らし、検
査を行うことができるという。ただ「基本的には異物は体の中に入れない方がいい」と話
した。

NHK ニュース 2016 年 7 月 12 日
大阪・堺市で、学校給食を食べた小
学生など９５００人余りが病原性大
腸菌Ｏ１５７に集団感染してから今
月で２０年となります。去年までに合
わせて４人が亡くなり、最初の患者が
確認された日に当たる１２日、堺市の
各地で犠牲者の追悼が行われました。
２０年前の平成８年７月、堺市の小
学校で給食を食べた児童など９５０
０人余りがＯ１５７に感染し、小学生
の女の子合わせて３人が亡くなった
ほか、発生から１９年がたった去年１０月には、当時、小学１年生だった２５歳の女性が
後遺症で亡くなりました。
１２日、２０年前に最初の患者が確認された日に当たり、堺市内すべての公立の小中学
校や高校で、亡くなった児童を追悼する集会が開かれました。堺市北区の東浅香山小学校
では、１２日朝、臨時の全校集会が開かれ、柳井昌子校長が「当時、たくさんの小学生が
『おなかが痛い』といって病院で苦しみました。４人の尊い命が失われたことを決して忘
れてはいけません」と子どもたちに伝えていました。
一方、堺市役所の正面玄関に設けられた追悼の碑の前では、１２日午後、市の職員や当
時の関係者など３００人が集まり式典が開かれました。堺市の竹山修身市長が「亡くなら
れた方や今も苦しんでいる方のことを決して忘れず、二度と事件を繰り返さず、風化させ
ないことを誓う」と述べたあと、参加者たちは追悼の碑に献花し、亡くなった４人を悼み
ました。当時、娘２人が感染した堺市の６０歳の女性は「当時の自分の子どもの様子を思
い出し、胸が痛くなりました。忘れてはいけないし、伝えていかなくてはいけない」と話
していました。
大阪・堺市 Ｏ１５７集団感染から２０年 犠牲者悼む

大阪市、出生届など６７５件紛失
共同通信 2016 年 7 月 13 日
大阪市は１３日、外国人から１９４８年以降に提出された出生届などについて、全２４
区のうち２２区で計６７５件の書類を紛失していたと発表した。保存期間が１年間の書類
に使う帳簿にとじて期限切れと判断し、誤って廃棄した可能性がある。
市によると、内訳は出生届４６８件、死亡届９４件、婚姻届３４件など。区別では、西
成区が１３５件と最も多かった。
昨年５月、城東区が日本国籍の取得手続きを希望する外国人に出生届の謄本を発行しよ
うとしたところ、保管されていないことが判明。同７月に東成区でも同様の例があり、保
管を始めた４８年１１月以降の届け出書類を調査した。

200 人に医療費過払い 福島県会津若松市、対象者に謝罪と説明
福島民友 2016 年 07 月 13 日
福島県会津若松市は１２日、障害者と家族の経済的負担を軽減する重度心身障害者医療
費助成制度で、人工透析治療などを受けている特定疾病療養受療証所持者の医療費の自己
負担額について、支給対象ではない負担額まで過払いしたと発表した。
市によると、過払いの対象者は２０１１（平成２３）年度から本年度までの約２００人
で、過払いの総額を現在精査している。医療保険から高額療養費として支給される医療費
分を、誤って重度心身障害者医療費助成制度で支給していたことが原因。市は対象の市民
方を訪問し、謝罪と説明を行っている。

福祉啓発や授産品販売「福祉の店

なかま」１５周年でリニューアル 大阪･豊中市
産経新聞 2016 年 7 月 13 日
リニューアルオープンし、にぎわう「福祉の店
市

なかま」＝豊中

大阪府豊中市の福祉作業所で障害者らが製作した授産
品の販売や障害者福祉の啓発などを行う「福祉の店 な
かま」
（同市本町）が１５周年を迎えたのを機に店舗を全
面改装し、リニューアルオープンした。
広さ４４・５平方メートル。阪急豊中駅構内２階の北
改札口前に位置し、市内の２４福祉作業所が共同運営する全国的にも珍しい店。
平成４年に市社会福祉協議会が、豊中南ライオンズクラブからの寄付金をもとに同市中
桜塚に開設したが、阪神大震災の影響で閉店。その後、市の協力で１３年に再オープンし
た。
再オープンから１５年経過し改装し、ショーウインドーや掲示ボード、白色の棚を設置
した。店内には各福祉作業所でつくられたクッキーやパン、陶芸品などが並び、障害者や
職員が接客している。
訪れた市民らは「以前より明るい雰囲気になった」と話し、障害者との触れ合いや買い
物を楽しんでいる。午前１０時から午後６時。問い合わせは同店（（電）06・6152・1011）
。

南知多町が購入方針 閉館の老人福祉館を防災避難施設に

中日新聞 2016 年 7 月 13 日

高台に立つビラ・マリーン南知多＝南知多町師崎で

南知多町は四月に閉館した町内の県立ホテル、南知多老
人福祉館（ビラ・マリーン南知多）を町の防災避難施設と
して購入する方針を固めた。
十二日に町議会議員懇談会で説明し、反対意見はなかっ
たため、町は正式に県に購入を申し入れる。県も対応を協
議するとみられる。
利用者減のため県は施設を売却しようと、昨年十一月に
一般競争入札を実施した。だが、落札業者から期限までに
入金がなく、五月下旬に売買契約を解除。再入札の準備を
進めている。
施設は、津波一次避難場所として、同町師崎地区で一番
高い標高二五メートルにある。町の依頼で、県が災害時の
使用を認めていたが、落札で所有権が移ると使用できない
可能性がある。六月下旬には、師崎地区の四団体が、町に施設取得の陳情書を出している。
議員懇談会は非公開で開かれ、石黒和彦町長が施設購入の意思を県に伝えたことを説明
したという。

石黒町長は本紙の取材に「南海トラフ巨大地震に備え、地元の安心安全のために必要不
可欠な施設。第一は防災目的だが、他の有効活用方法も考えていきたい」と語った。
県高齢福祉課の担当者は「（町側の）詳細な内容を確認したい」と話している。（沢井秀
之）

NHK ニュース 2016 年 7 月 13 日
増え続ける児童虐待への取り組みを強
化するため、全国の担当検事を集めた初め
ての会議が開かれ「警察や児童相談所など
の関係機関と連携し、的確な捜査や再犯防
止に努めてほしい」という法務大臣の訓示
が読み上げられました。
全国の児童相談所が把握した児童虐待
の件数は年々増加し、平成２６年度は８万
８０００件余りで、これまでで最も多くな
っています。
こうしたなか、全国の検察庁で児童虐待などを担当する検事を集めた初めての会議が法
務省で開かれ「悪質で重大な児童虐待が後を絶たず、厳正な対処が求められている。警察
や児童相談所などの関係機関と連携し、的確な捜査や再犯防止に努めてほしい」という岩
城法務大臣の訓示が読み上げられました。
児童虐待は自宅などの密室で暴行が行われるケースが多く、裁判での立証が難しいとさ
れ、親が虐待を繰り返してしまうことも課題になっています。このため最高検察庁は先月、
児童虐待の対策に当たる専門の部署を新たに設置し、裁判での的確な立証方法や適切な刑
事処分の在り方について検討を進めているほか、被害を受けた子どもの保護や親の再犯防
止などの取り組みを強化しています。
児童虐待取り組み強化へ 全国の担当検事が初会議

都知事選出馬４氏が共同記者会見

社会保障や行政改革訴え
日本経済新聞 2016 年 7 月 13 日
東京都知事選（14 日告示、31 日投開票）への出馬を表明した宇都宮健児元日弁連会長、
小池百合子元防衛相、ジャーナリストの鳥越俊太郎氏、増田寛也元総務相の４氏が 13 日、
日本記者クラブで共同記者会見に臨んだ。冒頭、宇都宮氏は「都政の中心は都民の暮らし
を豊かにすること」と社会保障の充実を訴えた。例えば高校授業料の無償化、給付型の奨
学金の実現などを挙げた。小池氏は「東京大改革」として五輪運営の適正化や行財政改革
を掲げた。鳥越氏はがんの闘病体験をもとに、がん検診受診率 100％の達成を打ち出した。
増田氏は都知事の任期中の辞職が続いたことを踏まえ「混迷に終止符」と強調。解決を急
ぐ都政の課題として待機児童問題、高齢化、首都直下地震への備えを挙げた。

日本の人口５割が３大都市圏に集中 総務省
ＮＮＮニュース 2016 年 7 月 13 日
東京・名古屋・関西の３大都市圏に住む人口が、１０年連続で日本の全人口の半分を超
えたことが総務省の調査でわかった。総務省が発表した、今年１月１日現在の住民基本台
帳に基づく日本の人口は１億２８０６万６２１１人で、前年比で０．１２％（１６万２７
２人）が減った。７年連続の減少だが、そのうち外国人住民は２１７万４４６９人で、前
年比で５．４％（１１万１５６２人）が増えている。東京・名古屋・関西の３大都市圏の
人口は、全体の５１．６％にあたる６６０２万５９２０人で、１０年連続で半数を超えた。
外国人を除いた人口が、生まれた人の数が亡くなる人の数を上回る「自然増」となった都

道府県は、沖縄県・愛知県・滋賀県の他、５年ぶりに東京都が入った。総務省住民制度課
は「子どもを産む若い世代が東京都に住むようになった」と話している。

厚労省、指定難病に 9 疾患追加へ 来春にも助成
共同通信 2016 年 7 月 13 日
厚生労働省の委員会は 13 日、医療費を助成する指定難病として、骨がもろくなる「大理
石骨病」など 9 疾患を新たに追加することでほぼ合意した。正式決定後、来年春にも助成
を始める。指定難病は、2014 年に成立した難病医療法に基づき、2 度の選定で計 306 疾患
が指定された。厚労省は 3 次分として 222 疾患から選定を進めており、まず 9 疾患を選ん
だ。秋ごろまで順次選ぶ。追加されるのは国内に約 1500 人の患者がいる「シトリン欠損症」
や、世界に 50 人程度の「セピアプテリン還元酵素欠損症」など。

社説：在宅医療 終末期まで支える体制作りを
読売新聞 2016 年 07 月 14 日
高齢者が慢性的な疾患を抱えながらも、できるだけ住み慣れた地域で暮らせるようにす
る。そのためには、在宅医療の充実が欠かせない。
厚生労働省が、
「全国在宅医療会議」をスタートさせた。医療・介護関係者や研究者、自
治体の担当者らで構成され、普及に向けた具体策を検討する。
団塊の世代が全て７５歳以上になる２０２５年にかけて、医療需要は急増する。費用の
膨張を抑えつつ、需要に応えることが大切だ。必要性の低い入院は減らし、在宅療養に移
行させる。政府が進める改革の方向性は妥当である。
都道府県は、政府の方針に沿って、将来の提供体制を示す地域医療構想の策定を進めて
いる。政府の推計では、２５年には全国の病床数が今の１３５万床から２０万床近く減る
一方、自宅や介護施設で療養する人が３０万人以上増える。
受け皿となる在宅医療が十分に機能しなければ、膨大な医療・介護難民を生じさせかね
ない。
政府はこれまで、診療報酬を手厚くするなどして在宅医療を後押ししてきた。しかし、
担い手となる医療機関がない自治体が３割に上るなど、整備が遅れている。
各地の先駆的な医師らの取り組みに支えられてきた経緯もあり、ノウハウが蓄積されて
いないことが背景にある。国民にも、生活の質が向上するといったメリットが理解されて
いない。
全国会議では、在宅医療の効果を評価する指標作りや、国民への啓発方法を検討する。
実効性ある推進策につなげてもらいたい。
普及へ向けた課題も多い。
医師や看護師ら在宅医療に関わる人材の育成は、とりわけ重要だ。医師会などの積極的
対応が望まれる。容体が急変した際の受け入れ病床の確保や、家族の負担軽減策の拡充も
進める必要がある。
高齢の入院患者には、容体が安定しても退院をためらうケースが目立つ。介護サービス
の不足から、家族に迷惑がかかるなどと心配するためだ。在宅療養を支えるため、医療と
介護のさらなる連携強化が求められる。
都道府県だけでなく、介護保険を運営する市町村の責任も重い。１５年
度から、在宅医療と介護の連携推進が市町村事業となった。住民のニーズ
に応じたサービス確保に注力すべきだ。
高齢者の多くは自宅での最期を望んでいるが、在宅で看取りを行う医療
機関は５％程度に過ぎない。終末期や看取りへの対応をどう進めるか。議
論を深めたい。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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