


                         

 

私の新型コロナウイルス感染症騒動記 
協会 副会長 

社会医療法人名古屋記念財団 

理事長 太田圭洋 

 新型コロナウイルスのパンデミックは世界の人々の生活を大きく変えてしまった。これ

に全く巻き込まれていない人はいないだろう。私の運営する名古屋記念病院は、行政から

の要望により 2月 21 日に帰国者・接触者外来を開設し、感染拡大早期から PCR 検査の検体

採取等を行うとともに、3 月 1 日より新型コロナウイルス感染患者の入院対応を開始する

こととなった。 

 当初は感染防御着など PPE も十分ではない中、民間病院である名古屋記念病院も地域に

おける自院の使命を果たすため、恐れ知らずの副院長、感染症認定看護師などの有志がタ

イベックスーツに身を包み、果敢に気道内の PCR 検体採取に取り組んだ。入院患者の治療

も当初は軽症例が多かったものの、このウイルスがどのようなものかはっきりしない中、

スタッフは懸命に治療に参画してくれた。私自身も 5 月初旬に愛知県が開設した宿泊療養

施設における 1 週間の配置医を引き受け、PCR 検体採取をこなした。今のところ運よく当

院関連施設では施設内感染は発生せずに対応できており、スタッフの頑張りとともに、神

様に感謝している。 

 

 医療者としての私のコロナとの戦いはそれくらいであったが、病院経営者としての私の

生活はこの感染症により大きく変わった。月に 8～10 回程度、病院団体関連の会議に出席

するための東京出張の多くは ZOOM などの WEB 会議システムでの開催に変更され、かなり楽

になった。しかし、自院を含め全国の病院の経営悪化への対応のため、さまざまな政府に

よる医療機関の支援策を獲得するための活動に参画することを余儀なくされることとなっ

た。3 月頃から厚生労働省に対する医療機関の支援策が不可避であることの要望を行い始

めるとともに、日本病院会、日本医療法人協会、全日本病院協会 3 団体による病院の経営

調査を調整し、二次補正予算の閣議決定前に 4 月分の経営調査結果を公表。厚生労働省、

自由民主党、公明党などに他の先生方とともに支援要請に回り、なんとか二次補正予算に

よる医療機関支援策を確保することができた。また財務省の厳しい反応の中、9 月に発表

された二次補正予算予備費を活用した追加の医療機関支援策を確保するために、第 1 四半

期の調査に加え、急遽緊急に 7 月の病院経営調査を実施することとなった。直接、加藤前

厚生労働大臣に要望する機会も得た。多くの先生方が動かれての成果であった。 

 

 また、7 月 6 日に第 1 回が開催された、尾身先生が座長をされる新型コロナウイルス感

染症対策分科会の構成員に病院団体を代表して参画することになった。厚生労働省の新型

巻頭言
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コロナウイルス対策アドバイザリーボードの構成員も拝命し、7 月以降、東京で行われる

30 回弱の会議に出席することとなった。WEB 会議の普及で東京出張の回数が減った分は、

すべて新しい会議が加わることとなった。我が国の新型コロナウイルス感染の対応を議論

する重要な会議体であり、さまざま勉強し議論に参加することとなり、結局、一段と忙し

い生活となってしまった。 

 

 以上、私の生活も新型コロナウイルスパンデミックにより大きく変わることとなったが、

与えられた仕事を全力で取り組んでいきたいと思う。皆でなんとかこの国難を乗り切りま

しょう。 
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今後の老人保健施設のあり方を考える 

（介護報酬改定を目前に控え） 
協会 理事 

医療法人財団善常会 

善常会リハビリテーション病院 

理事長 岡田 温 

令和 2年 7月 22 日に愛知県医療法人協会主催の研修会で「次期改定に向けた老人保健施

設の経営戦略」と題して講演をさせていただきました。その概略を簡単に紹介させていた

だきます。 

 

介護給付費分科会資料の「2021 年介護報酬改定に向けた今後のスケジュール案」を見ま

すと今年の年末から年明けにかけて具体的な改定の内容が表面化してくるのではないかと

思います。 

現在議論されている次期改定の論点は、① 地域包括ケアシステムの推進 ② 自立支援、重

度化防止の推進 ③ 介護人材の確保・介護現場の革新（介護ロボット・ICT 等） ④ 制度の

安定性・持続可能性の確保の 4つです。 

同時に、制度の持続可能性を鑑みれば、総人口の推移、75 歳以上人口の伸び、そしてそれ

が都市部で顕著であることの影響も大きく、愛知県はその中でも今後の 75 歳以上人口の増

加をはじめ、超高齢化社会への対応を当然迫られることとなります。 

 

さて、老人保健施設は 1987 年の老人保健法改正により創設されました。愛知県では 1989

年に初めて開設されました。 

1990 年代にはゴールドプランが推進される一方、当時「老人福祉」と「老人医療」がそれ

ぞれに抱えていた課題を解決するため、介護保険制度創設に向けて準備が進められてきま

した。こうして 2000 年に自立支援、利用者本位、社会保険方式を考え方の軸として介護保

険制度が誕生しました。 

老人保健施設にフォーカスすると、介護保険法には在宅支援・在宅復帰のための地域拠

点となる施設、リハビリテーションを提供し機能維持・回復の役割を担う施設と明示され

ています。特に 2012 年の介護報酬改定からは在宅復帰・在宅療養支援機能が評価されるよ

うになり、「在宅復帰支援型」の施設類型が設定されました。2015 年の介護報酬改定では

「従来型」「在宅支援加算型」「在宅強化型」の 3類型へと拡充しました。さらに 2018 年の

介護報酬改定では「超強化型」「在宅強化型」「加算型」「基本型」「その他型」と 5 類型と

なり、在宅復帰・在宅療養支援等指標の各項目（10 項目）における合計点でその類型が決
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まるようになりました。その点数配分は特に「在宅復帰率」と「回転率」が高く、どの類

型になるかが経営にも大きく影響しています。 

一方で 2018 年改定の前までは「在宅強化型」を算定するには在宅復帰率、回転率、重度者

要件の 3項目での評価であったため、算定がなかなか厳しい状況でしたが、改定後は 10 項

目の合計点数で算定できるようになり、選択肢が増えたことで、より上位の類型を目指す

ことが可能になりました。また介護報酬上のインセンティブも「超強化型」「強化型」は高

く、逆に「その他型」はその減収幅が顕著なため、経営に大きな影響を及ぼします。次期

改定も見据え、少なくとも「その他型」老健からは必ず脱却しておかなければならないと

考えます。 

 

また介護サービスもアウトカムが求められる時代となり「介護に関するサービス・状態

を収集するデータベース」＝CHASE が 2020 年より導入されました。今後、介護報酬に反映

されると言われていますので、その準備も必要です。 

次期報酬改定に向け、在宅復帰、在宅療養支援のための地域拠点となる施設として、ど

のように機能強化を図っていくか。かかりつけ医との連携を含め、老人保健施設で提供さ

れる医療、リハビリテーションについてどのように考えるか。感染症、災害等のリスクへ

の対応はいかがするか等々、課題は山積しています。 

 

老人保健施設が誕生して三十余年。在宅復帰・在宅療養支援機能のさらなる強化を図り、

アウトカムを求めて、パラダイムシフトしていくことが生き残るための戦略であると考え

ます。 
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共生会 みどりの風 南知多病院、 

90周年を迎えるにあたって 
協会 理事 

特定医療法人共生会 

みどりの風 南知多病院 

副理事長 田中 毅 

2020 年も残すところあと 2か月となり、今年は新型コロナウイルスが世の話題を独占し

てきたといっても過言ではありません。 

このような非常時においてコロナが医療機関に与えた影響は深刻で「新型コロナウイル

ス感染拡大による病院経営状況緊急調査」（2020 年 5 月 27 日）では厳しい経営状況が浮き

彫りになりました。一方で、コロナ感染患者に対する医療従事者の自己犠牲的な活動や「医

療崩壊の危機」が連日のように報じられたことで、国民の多くは我が国の保健・医療体制

の重要性を改めて認識することになったのではないでしょうか。このことは、今後の地域

医療構想も含めた医療提供体制に少なからず見直しを迫る結果となったのではないだろう

かと推察しています。 

 

さて、来年度「特定医療法人共生会」は創立 90 周年を迎えます。これもひとえに、愛知

県医療法人協会の皆様のご支援とご指導の賜物と、深く感謝いたします。 

共生会は昭和 6年（1931 年）に「ともいき（共生）」の精神により貧困結核患者コロニー

として療養所を開設したことから始まります。その後、昭和 32 年より精神科病棟を併設す

ることで、精神保健医療福祉に寄与してまいりました。昨今では 2017 年から地域移行機能

強化病棟や認知症治療病棟などの専門病棟の設置を進め、医療機能の向上を図り、2020 年

4 月からは精神科救急病棟を設立するなど、様々な算定要件をクリアし精神科医療機関を

取り巻く社会的環境の変化に対応してまいりました。 

 

近年、精神科医療機関を取り巻く社会的環境は変化しております。特に、精神疾患に罹

患する患者さんの急増は著しく、平成 14 年には 258 万人であった罹患者数は平成 29 年に

は 420 万人に迫ります。一方で、新規入院では入院後 3 か月時点の退院率は 64％、6 か月

時点での退院率は 81％、1年時点での退院率は 88％となっています。90％近くの患者さん

は 1 年以内に退院することができます。このことは各精神科病院の退院支援強化や地域の

受け皿整備など様々な自助努力によるところが大きいと思います。一方で長期入院に移行

する患者さんは減少しているものの、1 年以内に再入院をしてしまう患者さんは約 40％に

も上り、未だ、地域定着システムに課題があることが示唆されています。 
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障害者基本法では「地域社会における共生」の理念が掲げられています。当法人の理念

も同じ「ともいき（共生）」です。現場では障害者と共生する社会の実現の難しさに直面し

てきたことも事実です。当法人では知多半島南部地域の社会的孤立や社会的排除をなくし

誰もが役割を持ち、お互いに支えあっていくことができる地域共生社会を創出すること、

この高い理想を掲げ今後も挑戦し続けたいと考えます。 
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展望レストラン 『スカイラウンジ サクラ』の店内 

窓からは一宮の街並みと岐阜方面の山々が一望できる 

 

病院内レストランの経営 
協会 事務部会 顧問 

社会医療法人大雄会 法人本部 

経営企画部長 井尾公治 

今年 5 月から病院内レストランの責任者になった。とは言っても厨房に入ってシェフと

して調理するわけではない。これまで委託をお願いしてきた会社が赤字を理由に撤退する

ことが決まり、存続について幹部会議で話し合った結果、経営企画課がその営業を担うこ

とになり責任者となった。決まったのは昨年の 11 月で、当時は COVID-19 の影響など全く

考えることはなかった。 

病院内レストランの収支状況は、直近の 1 年で収入が 1,290 万円、支出が 1,620 万円で

330 万円の赤字であった。当院は場所の賃料も頂かず、水道光熱費や設備、備品も当院負担

でこの金額であるので、実際の赤字幅は更に大きい。場所が病院の 10 階というロケーショ

ンが影響しているのだろう。このロケーションで外から当レストランの食事目的で来店す

る人はいない。従ってお客様は職員か、患者さんとお見舞い客だ。近くの市役所にある展

望レストランも苦戦していると聞く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引継ぎにあたり、4 月に入ってスタッフの確保と営業許可の申請を行った。現状は日曜

日も祝日も営業していたが、売上が伸びていないので閉め、営業時間も朝 8 時から 19 時を

昼の 11 時から 15 時のランチ時のみとした。これまでスタッフは女性 8 名のパートで、残

ってもらえるか意思確認を始めると皆さん残ってもらえそうであった。しかし、日祝を休

業とすると 8 人は多い。ひとりあたりの働く時間が少なくなってしまうので、数名を面接

で不採用にしないといけない。そのような話も正直に伝えると、8 名のスタッフがギクシ

ャクし始めた。これはマズいと思い、面接の中で各人の働く時間が減るが全員合格として

良いかと尋ねた。一部の人は手取りが減ることに不満を訴えたが、誰が不採用でも後味が

悪いので、全員採用で納得を得た。また、面接では赤字が 1 年間で解消されないと閉店す

るかもしれないとも伝えた。 

寄稿

愛知県医療法人協会報2020  No.250 7



和ランチ さわらの幽庵焼き 

207kcal 塩分 3.2g（ご飯、汁物除く） 

洋ランチ ササミの天ぷらポン酢あん 

245kcal 塩分 1.3g （ご飯、汁物除く） 

ハヤシオムライス 

862kcal 塩分 3.8g 

 
きのこ丼と鳥南蛮そば（麺丼セット） 

営業許可を取得するため、書類を作成し保健所へ届けた。4 月の下旬に保健所の現地検

査も受け、5 月 1 日の開店に何とか間に合った。保健所からは食中毒を出さないよう強く

指導があった。病棟へ届ける弁当もやりたいと相談したが、食中毒の発生確率が高いこと

から否定された。 

経営にあたり、仮想で会社を設立し資本金を 100 万円とした。また売上目標を、1 月当た

り 100 万円とした。費用は人件費が 1 月で 45 万円、材料費が 35 万円、経費等が 18 万円で

利益が 2 万円の計算だ。 

メニューはこれまでも 8 名のスタッフが当番制で考え、材料を調達し、調理してお客様

に提供してきた。私よりひと回り以上の先輩方に意見など恐れ多いので、しばらくはこれ

まで通りやってもらうことにした。私自身は毎食ランチに訪れ、お客様が引いた頃にまた

訪れて食事の感想やレストランの売上、そして大雄会や取り巻く医療環境についての話も

した。 

ランチは毎回、和食と洋食、丼物を日替わりランチとして提供している。価格は和洋食

が 630 円、丼物は 530 円で、職員は 1 割ほど割引し給与天引きができる。それに定番とし

て、カレーライスやパスタ、うどん、そば、ラーメン、ドリンクはコーヒー、カフェオレ、

紅茶、オレンジジュースなどだ。メインの売りはこの日替わりランチで、和食は魚や豆腐

など、洋食は豚肉や鶏肉を使ったバラエティ豊かなメニューだ。金曜日限定でオムライス

もある。どれも「おふくろの味」で、カロリーや塩分を抑えたやや薄味でおいしい。毎日

食べても飽きることがない味付けである。若い人達にはもっと味の濃い、脂っこいメニュ

ーの方がウケるのかもしれないが、医療機関で女性の多い職場なので、カロリーや塩分に

は気を付けている。 
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肝心の収支だが、5 月は手続き等の初期費用やゴールデンウイークもあったため、44 万

円の赤字となった。6月は営業日数も 26 日あり、25 万円と少し赤字が減った。但し冷蔵庫

が壊れ買い直す。15 万円。更には自動券売機のお札が詰まるようになった。こちらは保守

期間が数年前に切れている年代物で、修理でもウン万円、買い替えとなるとウン百万円に

もなるので、硬貨のみの対応とした。7 月は一般客が伸びて 17 万円の赤字であった。8 月

に入って病院が面会禁止となったため、残念だが一般客への営業を中止した。結果 25 万円

の赤字となった。この時点で仮想の資本金 100 万円を使い果たし、債務超過となった。そ

して 9月は 23 万円の赤字であった。職員の利用は徐々に伸びているものの、一般客への営

業中止が解除されない間は、単月黒字は厳しい。スタッフが精一杯がんばっている姿やお

いしかったと声を掛けてくれるお客様に対してもお店を続けたいのだが・・・。 

 

街中の飲食店オーナーが苦しい経営を余儀なくされている。私は企業人で、自ら借入金

をして家賃を払ってレストランを運営しているわけではないが、これがオーナーであった

ら本当に死活問題だ。ほんの少しだけ自営の気持ちが理解できたのだろうか。院内の面会

制限が解除されたら、「GO TO スカイラウンジ サクラ」キャンペーンを行いたい。その際は

是非皆様もお立ち寄り願います。 
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新しい仕事様式 
協会 事務部会 委員 

特定医療法人共和会 共和病院 

事務部長代行 平山貴康 

新型コロナウイルス蔓延により、考えさせられた新しい生活様式に対応した仕事スタイ

ル（新しい仕事様式）。政府による緊急事態宣言以降、感染防止策を講じながら社会・経済

活動を維持する「新しい生活様式」の定着が呼び掛けられています。 

 そもそも新しい生活様式とは・・・厚生労働省は次のように定義しています。 

「長期間にわたって感染拡大を防ぐために、飛沫感染や接触感染、さらには近距離での会

話への対策を、これまで以上に日常生活に定着させ、持続させなければならない。それを

『新しい生活様式』と呼ぶ」、具体的にいつまでとは書かれていませんが、この定義からす

ると、少なくとも新型コロナウイルス感染症に対するワクチンや治療薬などが認可されて、

根本的な治療が可能になるまで続けることが求められると考えられます。大きく 4 項目が

挙げられています。（1）一人ひとりの基本的感染対策、（2）日常生活を営む上での基本的

生活様式、（3）日常生活の各場面別の生活様式、（4）働き方の新しいスタイル。 

 

 「働き方の新しいスタイル」で何が変わる？ 

会議、学会はオンラインが当たり前になり、現地に行くことがなくなります。確かに、遠

く離れた場所に移動するには、時間、お金などが必要で、決して効率の良いことではあり

ません。しかし、オンラインを使った会議、学会ではその場の雰囲気や空気感が伝わりに

くく発表者側も資料の作成や発表方法などを工夫する必要があります。 

 また、出張で一つの楽しみである現地での打ち上げなども無くなってしまいました。私

は皆で集まっての飲み会が大好きです。3 密になり感染対策上良くないことは良く知って

いますが、現地で様々な人と打ち解け情報交換し、その後の仕事などについて大きく影響

を与えてもらうことは多々あります。仕事を進めて行く際に、様々な困難なことが起こり

ます。そういった際に、助けて頂く場面が私はよくあります。このような機会が減ること

について私は若干寂しさを感じています。 

 仕事面についても、コロナ感染が急速に広がり医療業界でもオンライン診療が急に普及

しました。また、自治体によって稼働状況が異なり賛否両論のある、新型コロナ検査のオ

ンライン検査実績報告に HER−SIS（新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援シス

テム）というシステムの運用が開始されました。いままで通りの、新型コロナウイルス蔓

延が無ければ間違いなく存在しないようなシステムが急速に開発され、使い出されていま

す。 

 医療業界はデジタル化に他業界に比べて遅れていることがよく言われます。この先も、
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新型コロナウイルスだけに限らず、様々な感染症がアウトブレイクした際にはこのような

システムが有用であると思います。 

 

 新型コロナによって生み出された「新しい生活様式（新しい仕事様式）」を悲観せず柔軟

な考えで受け止めて、私たち法人にとってさらに豊かなライフワークバランスが送れるよ

うに日々精進していきたいと考えています。 
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休みの日の過ごし方 
協会 看護部会 委員 

社会医療法人宏潤会 大同病院 

看護部長 都築智美 

働き方や休み方改革により、有給休暇の取得義務化などが実施されるようになりました。

自分自身が新人だった頃の遠い記憶をたどってみると、今は「休日」と呼べる日がとても

多くなったと感じます。このことは趣味や娯楽はもちろん、スキルアップなど学び時間の

取得にもつながります。看護師が休日を利用して、いろいろなことにチャレンジできる可

能性が広がるきっかけになるのではないかと、看護管理者として働き方改革の動向と、看

護師の休日の過ごし方に興味を持っていました。しかし 2020 年が明けてから、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大があり、医療を取り巻く環境は今まで以上に過酷で不安定な状

況になってしまいました。病院の看護師たちも十分に休みが取れない時期もあったり、休

日があっても外出を自粛せざるを得ない状況であったり。本当に心身ともに過酷だった（ま

だ過去形にしてはいけないのですが）と思います。特に、医療者として人混みを避けるこ

と、不必要に人と会うことを制限するような行動をとっている人も多く不自由は続きます。

そんな中でも、私はあえて看護師さんたちに「休みの日は何をして過ごしているの？」と

聞くようにしています。それは、このような状況下でどのような工夫をしているか、今、

何に興味を持つのか、十分な休息がとれているのかを確認するためです。 

 

ある看護師は「大好きなディズニーに行けないのでストレスは溜まりますが、その分 DVD

を見て世界に浸っています」と言っていました。また「3か月ぶりに海を見に行って心が洗

われた感じがします」、「自分の車で高速道路をずっと走ってきました。無限に走れました」、

「趣味のアクセサリー作りにはまっています。もう自分で付ける所が無いくらい出来てし

まって・・・皆に配っています」、というように、それぞれの趣味をベースに、楽しみ方を

工夫する強さを感じる言葉を聞くことができました。今まで通りにはいかなくてもその趣

味や楽しみを深め、広げる工夫ができるということに、とても感激しました。 

また、「予定の研修がオンラインになって、苦手でしたがやってみたら逆に面白くて勉強

になりました」、「実家の両親や兄弟と今まで以上に連絡を取り合うようになりました。そ

れも電話だけじゃなくテレビ電話で」、「遠くに行かなくても、何でもオンラインで手軽に

見たり聞いたりできるので、今まで以上に研修参加をするようになりました」、「料理やお

菓子作りに目覚めました」など、物事や関係性を見直す機会になったり、新しい楽しみを

見つけたり、学ぶことを始める看護師も多かった印象です。 

 

看護師の休日の過ごし方の変化として私が思ったこと。それは思った以上にアクティブ
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だった、ということです。もちろん全員ではありません。外出がしづらい現状に思い悩む

人、現実をまだ受け入れがたいと思っている人、休息を必要としている人、生活が一変し

てしまった人、それぞれの生活背景や環境、新型コロナウイルス感染症にどの程度関連し

た職場にいるのか、など多くのことが関係しますので、一概にみんながアクティブになっ

たとは言いません。しかし、環境の変化に順応してそれぞれの楽しみを見つけ、余暇を楽

しむことを考えるなど適応していくことができる看護師がいてくれた、ということに対し

て看護管理者として素直に嬉しいと思いました。また、そういった人たちは生活にメリハ

リをつけることができて休息もとれているようです。（韓国ドラマの見過ぎで寝不足、とい

う声も聞きますが、寝不足でも幸せそうな顔をしている印象です(笑)） 

 

これから寒い冬が始まり、インフルエンザの流行や新型コロナウイルスの第 3 波、4 波

というような不安定で不確かな未来が待っているかもしれません。医療の現場にいる私た

ちはまだまだ頑張り続ける必要があるのだと思います。そんな中でも、楽しみや趣味を何

らかの形で継続しておいしいものを食べるなど、ほんの少しでも良いので幸せを感じる瞬

間を見つけたいものです。お休みの日の過ごし方はそれぞれだと思いますが、心身ともに

元気になることができる過ごし方を見つけて行きたいものです。 
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第 1回事務部会研修会 

報 告 者：協会 事務部会 部会長 

医療法人 笠寺病院 事務長 鈴木 学 

日 時：令和 2年 5月 27 日（水） 13 時 15 分～14 時 45 分 

場 所：愛知県医師会館 9 階 大講堂 

テ ー マ：新型コロナ関連の労務管理 

講 師：特定社会保険労務士 小山田政義氏 

参加人数：38 名 

【研修内容】 配布資料あり（全 32 ページ） 

1．コロナウイルスによる休業の分類について 

① 本人の都合によるもの 

・本人の発熱（体調）による休業 

・子どもの学校休校による休業 

・家族の発熱（体調）による休業 

② 会社の都合によるもの 

・部材調達困難による休業（製造業など） 

・利用者の発熱による休業（飲食店など） 

2．平均賃金 

① 平均賃金を使用する主なケースについて 

   ・解雇予告手当（労働基準法第 20 条） 

   ・休業手当（労働基準法第 26 条） 

   使用者の都合により労働者を休業させた場合には、休業させた所定労働日について、

平均賃金の 60％以上の賃金（休業手当）を支払わなければならない 

  ・年次有給休暇取得時の賃金（労働基準法第 39 条） 

② 平均賃金の算定方法について 

原則として、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前 3 ヶ月間に、その労働者

に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう 

3．新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金 

  ・「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」参照 

（厚生労働省保険局保険課作成） 

4．新型コロナウイルスにかかる安全配慮義務の問題 

  ・新型コロナウイルス禍における安全配慮義務等に関する協定書（案） 

  ・新型コロナウイルス禍における「必要な配慮」に関するチェックリスト（例） 
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5．新型コロナウイルスにかかる母性健康管理措置 

 ・新型コロナウイルス感染症に関する措置について 

対象期間：令和 2年 5月 7日～令和 3年 1月 31 日 

指導の例：感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限（在宅勤務・休業） 

勤務内容変更に関する通知書を作成するとよい 

6．テレワーク・在宅勤務関連 

・テレワーク運用規定（記載例）について 

① 個人契約の通信インフラ 

② 情報通信機器等の費用 

③ サテライトオフィスにかかる費用 

④ 在宅勤務における光熱費 

7．雇用調整助成金の特例の拡充について 

 ・一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を 10/10 とする 

 ・休業手当の支払率 60％超の部分の助成率を特例的に 10/10 とする 

8．小規模事業者向け 3種類の支給申請マニュアル（厚生労働省作成） 

 ・雇用調整助成金支給申請マニュアル 

 ・緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル 

  （雇用保険被保険者ではない従業員の方を休業させた場合） 

 ・雇用調整助成金支給申請マニュアル（訓練編） 

9．小規模事業者以外の申請書類・添付資料一覧表（雇用保険被保険者用） 

① 支給要件確認申立書・役員等一覧（様式特第 6号） 

② 休業・教育訓練実績一覧表（様式特第 9号または 12 号） 

③ 助成額算定書（様式特第 8号または 11 号） 

④（休業等）支給申請書（様式特第 7号または 10 号） 

⑤ 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書（様式特第 4号） 

⑥ 休業協定書（労働組合等との確約書等でも代替可） 

⑦ 事業所の規模を確認する書類 

⑧ 労働・休日の実績に関する書類 

⑨ 休業手当・賃金の実績に関する書類 

10．休業手当の税務上の取り扱い 

  ・労働基準法の休業手当等の課税関係について 

労働基準法第 26 条の規定に基づく「休業手当」 

使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は給与所

得となる 
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第 2回事務部会研修会 

報 告 者：協会 事務部会 部会長 

医療法人 笠寺病院 事務長 鈴木 学 

日 時：令和 2年 5月 28 日（木） 13 時 15 分～14 時 45 分 

場 所：愛知県医師会館 8 階 801～803 会議室 

テ ー マ：新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについての解説 

講  師：社会医療法人名古屋記念財団 新生会第一病院 医事課長 増田好美氏 

     医療法人笠寺病院 事務長 鈴木 学 

参加人数：22 名 

研修内容 

資料  

＊厚生労働省保険局医療課 事務連絡 

令和 2年 2月 6日 

新型コロナウイルスに関して国の要請に基づき外出を自粛している者に係る診療料報酬の

取扱いについて 

令和 2年 2月 14 日 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

令和 2年 2月 28 日 （その 2） 令和 2年 3月 2日 （その 3） 

令和 2年 3月 5日 （その 4） 令和 2年 3月 12 日 （その 5） 

令和 2年 3月 19 日 （その 6） 令和 2年 3月 27 日 （その 7） 

令和 2年 4月 3日 （その 8） 令和 2年 4月 8日 （その 9） 

令和 2年 4月 10 日 （その 10） 令和 2年 4月 14 日 （その 11） 

令和 2年 4月 18 日 （その 12） 令和 2年 4月 22 日 （その 13） 

令和 2年 4月 24 日 （その 14） 令和 2年 4月 27 日 （その 15） 

令和 2年 4月 30 日 （その 16） 令和 2年 5月 14 日 （その 17） 

令和 2年 5月 22 日 （その 18） 令和 2年 5月 26 日 （その 19） 

   

＊電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取り扱い 

令和 2年 2月 28 日 

新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方

箋の取扱いについて（4月 10 日廃止） 

令和 2年 3月 19 日 

新型コロナウイルスの感染症拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨
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時的・特例的な取扱いについて（4月 10 日廃止） 

令和 2年 4月 10 日 

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限

的・特例的な取扱いについて 

令和 2年 4月 28 日 

新型コロナウイルス感染の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・

特定的な取扱いにおける自宅療養中の患者への薬剤配達方法に係る留意事項について 

 

＊PCR 検査・抗原検査に関して 

令和 2年 3月 4日 

検査料の点数の取扱いについて（SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出の保険適用） 

令和 2年 3月 25 日 

新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いについて（一部訂正） 

令和 2年 5月 13 日 

検査料の点数の取扱いについて（SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出の保険適用） 

令和 2年 5月 13 日 

新型コロナウイルス感染症に係わる行政検査の取扱いについて（一部訂正） 

令和 2年 5月 22 日 

新型コロナウイルス感染症に係わる行政検査の取扱いについて（一部訂正） 

 

＊その他 

令和 2年 4月 30 日 

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療

の提供に係る費用請求に関する診療報酬明細書等の記載について 

令和 2年 5月 12 日 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等において定期的に実施することがらが求

められる業務等の取扱いについて 

                    

・外来については慢性疾患を有する定期受診者に対して電話や情報通信機器を用いた診療

及び処方を行う場合（新型コロナウイルス感染症の増加に際しての電話等を用いた診療に

関する診療報酬上の臨時的対応に係る整理参照）、院内トリアージ実施料算定（必要な予防

策を行えば届出不要）等、留意の上算定する必要がある 

・入院については二類感染症患者入院診療加算、二類感染症患者療養環境特別加算、救急

医療管理加算 1 等の算定、定数超過入院について、施設基準の取扱について等、留意の上

算定する必要がある 

・算定に際し通知の日付より算定可能であり、訂正や廃止がされるので最新の事務連絡等

を確認する 
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第 3回事務部会研修会          ＜岡田 温氏＞ 

報 告 者：協会 事務部会 常任委員 

医療法人財団善常会 善常会リハビリテーション病院 

事務部長 水野英明 

日 時：令和 2 年 7 月 22 日（水） 13 時 15 分～14 時 45 分 

場 所：愛知県医師会館 9 階 大講堂 

テ ー マ：次期改定に向けた老人保健施設の経営戦略 

講  師：一般社団法人愛知県老人保健施設協会 会長 

医療法人財団善常会 理事長 岡田 温氏 

参加人数：45 名 

 2018 年度の介護報酬改定で運営が増々厳しくなった老人保健施設が、来年に控えた次期

改定に向けてどのような経営戦略を取るべきか、介護保険制度をとりまく状況や 7 月時点

での介護報酬改定の方向性を踏まえ、愛知県老人保健施設協会 会長 岡田 温先生に解

説して頂いた。 

 

1．介護報酬改定に向けたスケジュール 

・年末に基本的な考え方の整理・とりまとめが行われ年明けに具体的な改定の姿が見える 

・次期改定の論点は、地域包括ケアシステムの推進、自立支援・重度化防止の推進、介護

人材の確保・介護現場の革新、制度の安定性・持続可能性の確保となる 

2．介護保険制度の現状とこれまで 

・介護保険をとりまく状況として、75 歳以上人口増加はまだまだ右肩上がりであり、85 歳

以上の方は、要介護認定率 60％を超える 

・介護保険が始まった 2000 年と 2017 年では、第 1 号被保険者数は 1.6 倍、要介護認定者

は 2.9 倍、サービス利用者数は 3.3 倍となった 

3．老人保健施設の現状とこれまで 

・介護老人保健施設は、リハビリ等を提供し「在宅支援」・「在宅復帰」を行うための施設

であり、介護医療院は、長期療養・生活施設であり、介護老人福祉施設は、生活施設 

・2018 年改定までは、在宅強化型、在宅支援加算型、従来型の 3 類型であったが、改定後、

10 の指標を用いたポイント制で超強化型、在宅強化型、加算型、基本型、その他型とい

う 5 類型となった。改定前と改定後の比較をすると、超強化型や在宅強化型の報酬は大

幅にアップしたのに対し、その他型はマイナスとなった 

4．老人保健施設のこれから 

・その他型は基本型、基本型は加算型など上の類型にステップアップする方法は様々用意

されている。今までだとステップアップするために、要件を全て整えなければならなか

報告
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った。しかし今改定で 10 の指標を用いて様々なルート選択が出来る仕組みになっている

ので、施設の特性に合わせたステップアップ方法を用いて、「その他型」老健を 0 にしま

しょうとのメッセージがあった 

・介護サービスもアウトカムが求められる時代となり、介護でもビッグデータを用い科学

的介護の実現をするため、CHASE（介護に関するサービス・状態等を収集するデータベー

ス）や VISIT（リハビリデータ）、介護保険総合データベース（要介護認定等情報）の活

用が行われ、今後介護報酬に反映されてくる 

5．今後の課題 

・全国老人保健施設協会は、回復期リハ・地域包括ケア病棟から老健であっても在宅復帰

率にカウント出来るように、通所リハビリにおける大規模減算の撤廃、高額な薬剤の医

療保険対応、所定疾患施設療養費の対象疾患の拡大、透析・難病の利用者受入れ対応の

実現、働きやすい現場の環境整備などの要望をあげている 

6．全国老人保健施設協会 会長 東 憲太郎先生より会場の皆様に向けて、全老健の活動

や今後の課題などの話、医療関係者とタッグを組んで取り組んで行きたいとのビデオメッ

セージを頂いた 

 

【所感】 

新型コロナウイルス感染が広がり愛知県医療法人協会の研修も延期や中止が続き、世間で

はオンライン研修が行われている。今回の研修は、会場定員 180 名のところ研修定員 50 名

（実際の参加者は 45 名でしたが申込みでは満席でした）、1 人にテーブル 1 台、窓を開け

換気を行うなど様々な感染対策を行いながらの久しぶりの集合研修でした。 

老人保健施設の日々運営に携わる方以外にも様々な方の参加があり、関心の高さを感じま

した。また他法人の方と久々に顔を会わせる機会でもあり、会場の雰囲気を感じ取れるな

どやはり集合研修は良いと感じました。 

 

＜会場風景＞ 
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第 4回事務部会研修会【配信】 

報 告 者：協会 事務部会 部会長 

医療法人 笠寺病院 事務長 鈴木 学 

日 時：令和 2年 9月 4日（金）13 時～9月 8日（火）13 時配信 

テ ー マ：愛知県版 新型コロナ関連支援金の活用について 

【8月 21 日時点の情報に基づく動画配信－録画－】 

講  師：株式会社川原経営総合センター 事業推進企画部 副部長 田川洋平氏 

受講者数：35 名 

本テーマは 8 月 7 日に集合研修として開催予定であったが、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため中止となった。その後、録画し配信した。事務部会研修会としては、初め

ての試みであった。本研修は 8月 21 日現在の情報に基づいていた。給付金・助成金・補助

金の対象・内容は常にアップデートされており、最新情報は国や愛知県をはじめとする地

方自治体の Web サイトなどで確認する必要がある。 

 

研修の内容は以下の通りであった 

1. 二次補正予算のうち、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金及び感染拡大防止等

支援金 

2. 二次補正予算等の活用 

3. 金融機関の融資について 

4. その他（税、社会保険料の猶予等） 

5. 今後の対応 

 

これらのうち、重要と思われる 2 点（新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金及び感

染拡大防止等支援金）について報告を行う 

 

＜新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金＞ 

手続きの概要 

① 自医療機関の新型コロナウイルス感染症患者に対する役割の有無の確認 

② 対象となる医療従事者等の確認及び委任状の回収 

※ 委任状は医療機関等で保管のため、提出不要 

※ 退職者等についても、可能な限り、医療機関等で取りまとめて申請 

③ 対象となる委託会社・派遣会社の医療従事者等の確認及び委任状の回収 

④ 申請書等を作成し、原則オンラインで国民健康保険団体連合会に提出 

※ 申請期間：令和 2年 7月 30 日から令和 3年 2月 28 日まで 

報告
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※ 毎月の申請受付は、15 日から末日まで 

※ 申請は受付期間中、1回のみ 

⑤ 都道府県が申請内容を確認後、医療機関等に慰労金を交付 

⑥ 医療機関等から対象医療従事者・職員に慰労金を給付 

⑦ 慰労金の給付終了後、1か月以内を目途に都道府県に実績報告 

 

＜感染拡大防止等支援金＞ 

趣旨 

 厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）実施要綱」に基づ

き、新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療

所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保な

どに要する経費を補助するもの 

 

補助対象機関 

• 新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組（※）を行う以下の

機関 

（1）病院・診療所（保険医療機関に限る） 

（2）薬局（保険薬局に限る） 

（3）訪問看護ステーション（指定訪問看護事業者に限る） 

（4）助産所 

※ 取組の例（例示であり、これらに限られるものではない） 

– 共通して触れる部分の定期的、頻回な清拭、消毒などの環境整備 

– 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知 

– 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、

動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など 

– 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保 

– 感染防止のための個人防護具等の確保 

– 医療従事者の感染拡大防止対策（研修、健康管理等） 

 

補助対象経費と概算払いの概要 

• 補助対象経費（2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までにかかる費用） 

（1）感染拡大防止対策に要する費用 

（2）院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制 

確保等に要する費用 

※ いずれも従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行うものに係る人件費 

は対象外 

※ 経費の例（例示であり、これらに限られるものではない） 

• 清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護服の

購入等 
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• 支出済みの費用だけでなく、申請日以降（2021 年 3 月 31 日まで）に支出が見込

まれる費用も合わせて、概算額で申請することが可能（事後に実績報告） 

• 申請は１回限り。対象となる可能性のある費用について、漏れのないよう留意 

• 概算払いの場合、国保連に申請（精算払いの場合、県に申請） 

• 概算払いの場合、申請時に支出予定額の合計が補助交付申請額を超えても差し支

えない（都道府県の審査において、一部補助対象と認められなかった場合なども

考慮する） 

 

該当すると考えられる費用の例 

• 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求

められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く補助の対

象経費となる。ただし、「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る

人件費」は対象外 

• 例えば、以下のようなものが該当すると考えられる。あくまで例である 

– 賃 金 ・ 報 酬：感染防止対策を実施する者を新規に雇用した際の賃金 等 

– 謝 金：感染拡大防止の勉強会を実施するための講師謝金 等 

– 会 議 費：感染拡大防止の勉強会のための会場費 等 

– 旅 費：感染拡大防止研修のための医師派遣にかかる旅費 等 

– 需 用 費：消耗品（マスクや消毒用アルコール等）費 等 

– 役 務 費：職員の感染に係る保険料 等 

– 委 託 料：施設内の清掃委託、洗濯委託、消毒委託、検査委託、感染性廃棄

物処理委託、レイアウト変更のための委託費用 等 

– 使用料及び賃借料：寝具リース料 等 

– 備 品 購 入 費：HEPA フィルター付き空気清浄機の購入費 等 

 

＊出所：「愛知県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」 

医療機関等の申請マニュアル（8月 21 日閲覧） 
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中国

18%

韓国

5%

フィリピン

29%

インドネシア

10%

ベトナム

11%

ミャンマー 4%

スリランカ 1%

ブラジル

11%

その他

11%

問2 採用している外国人の国

 
                                                
 

外国人労働者に関するアンケート結果報告 
担  当：協会 教育研修委員会 事務部会 

実施期間：令和 2 年 7 月 9 日（木）～令和 2 年 7 月 31 日（金） 

目  的：医療法人や社会福祉法人等での介護職員確保に苦労している医療・介護関係者

に、安心して外国人の方を雇用することが出来るよう、新しいシステムで雇用

をすることが出来ないか検討するため 

方  式：記名方式（ただし、法人名・記入者氏名・メールアドレスは非公開） 

送 付 数：170（正会員及び準会員） 

回 答 数：107 件（回答率 62.9％） 

 

【結果】 

1. 外国人の方の採用について 

採用している 44 法人 採用していない 63 法人 

採用していない主な理由 

・応募がない   ・日本人で人員が充足している   ・求人方法がわからない 

・教育体制、受入体制が整っていない   ・採用に言語等で不安がある 

・今後予定がある 

2. 採用されている外国人の方の国について  

  

 

 

フィリピンの方が多いことがわかりました 

その他ではペルーが 5 名で、チベット、タイ、モルドバ、マレーシア、台湾、カンボジア

が各 1 名でした 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

中国 韓国 フィリピン インドネシア ベトナム ミャンマー スリランカ ブラジル ロシア その他

17 5 28 10 11 4 1 11 0 11

報告
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N１

7%

N２

23%

N３

36%

N４

28%

N５

6%

問3 日本語能力クラス

永住権 医療 介護 技術 ⼈⽂知識 国際業務 技能実習 留学 研修 その他

28 12 5 0 0 0 13 1 0 12

永住権

40%

医療

17%

介護

7%

技能実習

18%

留学

1%

その他

17%

問5 在留資格

N１ N２ N３ N４ N５

20 69 104 81 17

3. 採用されている人数と日本語の能力クラスについて 

採用人数は 44 法人合計で 421 人でした 

一番多い法人は 70 人で、次は 54 人でした 

少ない法人は 1人で、平均では 9.5 人となりました 

日本語の能力クラス別結果は、N3 が一番多い結果となりました 

未記入もあり、数字は合計人数と一致していません 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 採用の経緯について 

「永住権のある外国人で直接」が一番多く、その次は EPA での採用、他は協同組合での

採用やハローワーク、紹介会社であり、3世との繋がりができて支援事業所経由もありま

した 

5. 在留資格別（在留カード種類）について 

採用経緯でもわかるように、永住権（概ね日本在留期間 10 年以上）の外国人の採用が多

いため、在留資格（永住）のカードが一番多く、次には技能実習生でした 

実際には EPA の方が多いですが、EPA 人材は希望施設が増えて各施設の競争率が高いこ

とと経費がかかるので、今後は特定技能へと移って行くものと思われます 

 

 

 

＊ コメント 

・ 特定活動 8 

・ 日本人配偶者 4 

   

 

 

 

 

 

 

 

愛知県医療法人協会報2020  No.250 25



なし

42%

10万円以下

6%11～20万円

2%

21～30万円

4%

31～40万円

6%

41～50万円

8%

51万円以上

23%

その他

9%

問6 採用に要した費用

支払有 支払無 1万円以下 1.1〜2万円 2.1〜3万円 3.1〜4万円 4.1万円以上

15 30 1 1 5 3 5

管理費等の支払有無 具体的⾦額

1万円以下

7% 1.1～2万円

7%

2.1～3万円

33%

3.1～4万円

20%

4.1万円以上

33%

問7 管理費具体的金額

なし 10万円以下 11〜20万円 21〜30万円 31〜40万円 41〜50万円 51万円以上 その他

22 3 1 2 3 4 12 5

6. 一人の採用に要した費用について 

永住権の外国人の採用が多いため、「なし」が多いですが、51 万円以上支払っている法人

が 2番目となっています。職員の紹介で 5万円もありました 

 

 

 

＊ コメント 

・ 職員紹介料 5万円 

・ EPA の料金 

  

  

 

 

 

 

7. 毎月の管理費等の支払について 

支払っている 15 法人 支払っていない 30 法人 

（何人か採用の場合があるため 44 法人より多くなっています） 

金額は以下となっており、2.1～3 万円、4.1 万円以上が多いです 
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8. 日本語の教育について 

行っている 13 法人 行っていない 31 法人 

行っている法人での方法は、「職員が教育している」と「外部に講師を依頼している」が

半々でした 

行っていない法人の理由で一番多いのは、やはり永住権（日本在留期間 10 年以上）を持

った外国人や日本人と結婚している外国人を採用しているケースが多いため、日常の業務

や会話には支障がなく、必要としていないと答えられた方が多かったです。これは、永住

権保持者と日本人の配偶者の在留外国人には就業範囲の制限はなく、個人差はありますが、

日常生活に必要な会話は可能だと考えられます 

また、採用時に支障のない方を採用しているとのコメントもありました 

その他、管理団体のフォローによるというコメントもありました 

9. 新しい組織が出来た場合の利用について 

利用する 2 法人 利用するかもしれない 35 法人 利用しない 7 法人 

 利用されたい理由や条件については、例で記載した内容、つまり、「利用料金が安い。質

が良ければ利用する。新しい組織が安心できれば考慮したい」であり、その他は、システ

ム次第、サポート体制の充実、人材が豊富、研修の補助金が出る、日本人と同等レベル、

手続きが煩雑でない、というコメントがありました 

利用しない理由は、現状で満足している、長期育成がいい、採用を多くしたくない、法

人独自ルートがある、というコメントがありました    

10. その他、外国人労働者雇用に関し、ご意見・ご希望について 

・生命保険・傷害保険の加入手続き、身元保証人がむつかしい 

・ふつうの方をふつうに雇用したい。有料でもいいが 1人につき 5万円位まで 

・EPA、技能実習生などは費用的なハードルから導入に至っていない状況です 

・管理費や用意すべき施設・物品等が多く、コストがかかる 

・多国籍の外国人が増えると、人間関係が心配である 

・外国人が日本で働ける要件が厳しすぎる 

などなど様々な雇用側の問題点克服も課題として見えてきました 

 

＜まとめ＞ 

この度、外国人労働者に関するアンケートを実施してみて明らかになったことは、外国

人労働者は永住資格のある方が多いということでした。国の政策である、海外から多くの

外国人労働者に日本に手伝いに来ていただくという考えには、まだまだ実務的な情報不足

と経験不足などにより外国人材活用の障害となっているように見えました。 

しかし、それでは早晩、介護の人材が不足することは明らかであり、現在ある EPA や特定

技能、技能実習生など 4 種類もある在留資格でも医療・介護・福祉の業界は人手不足で立

ちゆかなくなると思われます。 
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そこで、今後は 2 つの考え方、つまり、今、日本にいる外国人の方の人材開発確保、今、

外国にいる方の人材確保の二通りを、日本語教育、日本での規則習慣の教育と合わせた介

護教育を実施し、日本になじんで戦力になっていただける外国人介護人材養成が必要であ

ると考えます。 

 

アンケートにご協力いただきありがとうございました。 
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1

①

②

2

中国 韓国 フィリピン インドネシア ベトナム ミャンマー スリランカ ブラジル ロシア

その他

3 人

N１ N２ N３ N４ N５

4

5

永住権 医療 介護 技術 人文知識 国際業務 技能実習 留学 研修

その他

6

なし
10万円
以下

11～20
万円

21～30
万円

31～40
万円

41～50
万円

51万円
以上

その他

外国人労働者に関するアンケート　【設問】

 現在貴法人の関連施設（病院・老健等）で外国人の方を採用していますか？

採用している → 設問２へお進み下さい

採用していない → 採用していない理由を下記にご記入下さい

採用していない理由

「採用していない」に○をつけ、理由をお書きいただいた方は、以上で終わりです

該当する場合はいくつでも○をつけて下さい。該当がない場合はその他にご記入をお願いし
ます

何人採用していますか？ 採用している人数

採用している外国人の方はどちらの国の方ですか？

 一人の採用に要した費用はおいくらでしたか？

その方達の日本語の能力クラスはどれです
か？内訳人数をご記入下さい

採用の経緯を教えて下さい　

在留カードをお持ちですが、どの種類のカードが多いでしょうか？

該当があれば○をつけて下さい。ない場合はその他にご記入をお願いします

（例）EPAで採用、協同組合で採用、永住権のある外国人で直接等

該当する在留資格に○をつけて下さい。記載に無い場合は、その他に名称をご記入下さい
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7

8 日本語の教育は行っていますか？

9

10

毎月管理費等の費用を支払っていますか？

支払っている 支払っていない

支払っているに○をつけた方は具体的においくらでしょうか？

1万円以下 1.1～2万円 2.1～3万円 3.1～4万円 4.1万円以上

その他、外国人労働者雇用に関しご意見ご希望などありましたらご記入下さい

（例）今のところで満足している。　職員は充足しており必要がない

利用する、利用するかもしれないに○をつけた方は、利用されたい理由や条件などを具体的
に教えて下さい

利用しないに○をつけた方は理由を教えて下さい

利用する 利用するかもしれない 利用しない

（例）外部に講師を依頼している。職員が教育している

（例）利用料金が安い。　質が良ければ利用する。　新しい組織が安心できれば考慮したい

行っている 行っていない

行っているに○をつけた方はどのような方法で行っていますか？

行っていないに○をつけた方は理由を教えて下さい

今後もし、新しい組織が出来、外国人労働者を紹介するシステムが出来た場合に利用したい
ですか？
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自由民主党愛知県支部連合会 

「厚生関係団体 政策懇談会」 
日 時：令和 2年 9月 10 日（木）14 時 15 分～15 時 30 分 

場 所：アイリス愛知 2 階 

出 席 者：愛知県医療法人協会 会長 木村 衛 

～主要友好団体の皆様からの要望、提言を承り、意見交換を図る会～として、令和 2 年

9月 10 日に、アイリス愛知で開催された。 

出席団体は、他に愛知県医師会、愛知県看護連盟、愛知県看護協会であった。 

愛知県医療法人協会からは、国の施策への要望、愛知県の施策への要望として、それぞれ

次の要望を提出した。 

 

【国の施策への要望】 

・新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業の執行のための十分な財源の確保 

 現在、新型コロナウイルス感染症へ対応するため、県内の多数の病院が患者受け入れの

ため専用の病床確保を行っている。新型コロナウイルス患者へ対応するためには、院内感

染防止のための、ゾーニングや対応スタッフの確保、個室対応の必要性から、多数の病床

を休止して受け入れ患者のための病床を確保している実状がある。 

 国は、ピーク時に必要なコロナ対応病床数を確保するために、各都道府県が新型コロナ

ウイルス感染症重点医療機関体制整備事業を国費 10 分の 10 負担で実施することを指示し

ている。 

しかし、二次補正予算により確保された 4728 億円では、全国でコロナ対応病床を確保す

るには不十分であるとの指摘が多くの都道府県から出されている。 

今秋から冬にかけての感染の再拡大に万全の体制で備えるためにも、本事業が円滑に進

むよう必要な財源を確保していただきたい。 

 

・介護施設での PCR 検査体制と施設内感染発生時の支援体制の確立 

（1）新規入所者・利用者や感染を疑う症状を発症した入所者・利用者には速やかに PCR 検

査を公費で実施できる体制を確立すること 

（2）介護事業に従事する職員は、感染蔓延期には定期的（1～2週に一回程度）に PCR 検査

を公費で実施できる体制を確立すること 

（3）施設内感染が発生し、介護職員が大量に離脱せざるを得ない状況となった場合に備え、

介護職員の派遣や施設内感染防御体制の構築とケアの継続支援の体制を、公的支援の

もとあらかじめ構築すること 

報告
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 介護施設の入所・利用者が多数感染し、重症化すれば、感染症指定医療機関への負担も

大きくなり、連鎖的に医療崩壊を来しかねない。それを防ぐためにも上記の体制確立が不

可欠と考える。 

 

【県の施策への要望】 

・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の事業の円滑な実施 

 現在、県内の多くの医療機関は懸命に新型コロナウイルス感染症患者の対応を行ってい

る。先日公表された全国の病院の経営調査では、多くの医療機関、特に新型コロナウイル

ス感染症患者への対応を行った医療機関の経営が大幅に悪化していることが示された。 

 県内の医療機関の経営が破綻することなく、継続的に新型コロナウイルス患者への対応

のみならず、地域医療が継続的に提供される体制を維持するためには、しっかりとした新

型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を利用した医療機関支援が不可欠である。 

 特に、コロナ対応病床を確保する新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業

は、新型コロナ患者への対応を行うことで大幅に経営が悪化した医療機関にとって、経営

の維持には不可欠な支援である。確保病床数のみならず、病床確保のために休止した病床

数分も支援の対象とした本事業を円滑に実施できなければ、県内の地域を支える中核の病

院が破綻に追い込まれる可能性が高い。 

 愛知県は、新型コロナウイルス感染症対応含め、地域医療提供体制の維持のため、しっ

かりと財源を確保いただき、県内の医療機関の支援を迅速に行っていただきたい。 

 

【出席した木村会長より】 

愛知県医療法人協会から国への要望については今枝宗一郎衆議院議員、藤川政人参議院

議員ご本人から直接説明があり、要望については取り組んでいるとのことであった。新型

コロナウイルス感染症により様々な業界で影響が出ており、それぞれ対応が必要な状況で

ある。その中での医療・介護については、国民の生命を守るという役割が求められている。

それには医療・介護の質の確保が重要であり、経営を安定させないと質の確保は困難であ

ることを要望のまとめとして説明した。今回、医療法人（民間病院）の立場で参加をした。

質疑応答をして感じたのは、医療法人の役割をもっと政治に関わる方々に周知させていく

必要がある、ということである。 
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＜お知らせ＞ 

『愛知県広域災害救急医療情報システム（EMIS）入力

訓練のご案内』 

 

愛知県医療法人協会では、災害対策委員会が担当し、毎年、愛知県広域災害救急医療情

報システム（EMIS）入力訓練を行っております。 

 昨年度に引き続き、今年度も、会員施設のうち病院を抽出し、ご協力いただきたいと存

じます。 

対象施設の会員の皆様には、令和 2年 12 月中に、ご案内を郵送する予定です。詳細はお送

りする文書でご確認下さい。 

ぜひ、ご協力いただきますよう、お願いいたします。 

 

 

－訓練日時－ 

令和 3年 1月 22 日（金） 9 時 00 分～15 時 00 分 
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＜表紙掲載会員紹介＞ 
 

＊＊＊ 医療法人明和会 ＊＊＊ 
 

表紙の施設名 辻村外科病院 

理事長 辻村 享 

病院長 辻村 享 

所在地 〒448-0001 刈谷市井ヶ谷町桜島 20-1 

HP アドレス http://tsujimurageka-hp.com/ 

電話番号 0566-36-5200 

FAX 番号 0566-36-5561 

診療科目 
総合診療科、外科・胃腸科、整形外科、リハビリテーション科 

脳神経外科・脳卒中科、皮膚科、循環器・内分泌内科、放射線科 

ひと言 PR 

基本理念「Smile＆Harmony」を掲げ、病病連携・病診連携を通して

地域医療環境の向上に積極的に取り組み、皆様が安心して生活でき

る地域にすることを目指しています。 
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＜編集後記＞ 
 

山岡荘八著の徳川家康を読んだ（読了したというより青息吐息で最終巻を読み終えた）。

全 26 巻の大著で、世界最長の小説の一つとしてギネスブックにも記録されているらしい。

家康の幼少期から晩年まで、家康が何を考えどう対処したのか、激動の時代と関係人物の

詳細な描写が家康の人生を浮き彫りにしている。今川氏の人質に始まり、織田、豊臣の時

代に揉まれて人生の大半は戦場であったが、戦国武将としては 75 歳という破格の長寿を全

うしている。長寿を成したのは、寛容な心、粗食と運動、そして健康への探求心だと言わ

れている。鳴くまで待とうホトトギス、と三英傑の中で評された家康は、確かに忍辱の人

だった。家康が言ったといわれる「人の一生は重き荷を背負いて遠き道を行くがごとし、

いそぐべからず不自由を常と思えば不足なし。」という有名な言葉がある（一説では別人の

創作とも言われる）。 

 

 コロナ禍が半年以上続き、with コロナ、after コロナが取沙汰され、コロナウイルスと

共存する社会 new normal が提唱されているが、この新しい日常とは ICT などのテクノロジ

ーを駆使した原点回帰に他ならないと思える。であれば、家康の言葉は new normal の核心

をついているのではないだろうか。コロナウイルスを背負った人生なんてぞっとするが、

今一度これまでの生活を見つめ直す良い機会ではある。自戒も込めて暖衣飽食から簡素清

貧に・・・できるものかどうか。いずれにしろ酒池肉林はいけません。 

 

（Y.K.） 
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