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令和にひらくフェニックスコミュニティ
　地域共生社会とは

　岐阜県トップクラスの健診センターを目指して

　おしえてホームドクター

　世界における老後の誤算
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特定医療法人フェニックス
社会福祉法人フェニックス

理事長　長 縄  敏 毅

令和時代のフェニックスと
「地域共生社会」

　2019年5月1日、ついに皇
太子徳仁親王が天皇に即位
され令和の時代になりまし
た。改元されると名実ともに新
しい時代がやってきたような
気がします。
　フェニックスの前身である
鵜沼中央クリニックが開業したのが昭和63年（1988年）9月17日で
したので、今年の9月で創設31周年となります。今までのフェニックス
の歩みはまさに平成時代とともにありました。
　そこで、私なりに今後世界はどうなっていくのか思いを巡らせてみ
ました。
　価値観が大きく多様化していくに伴い、われわれの生活はもちろ
ん、フェニックスの世の中から求められる役割も大きく変わっていき
ます。人工知能（AI）、モノのインターネット（IOT）、再生医療などが大
きく発展するでしょう。日本においてはかつてない人口減少が発生す
る一方で、日本人の半分近くが100歳まで生きられる、いわゆる「人
生100年時代」が到来すると言われています。また今年4月から始
まっている外国人特定技能制度に代表されるように、日本の職場も
多国籍のスタッフと一緒にはたらくのが当たり前となるでしょう。
　みなさんは、高齢の方の介護だけでなく、お孫さんやお子さんの子
育て、障害のある方の支援までを同時に抱え・悩んでおられるご家族
が増えているという事をご存知ですか？
　私たちの住む地域においても例外ではなく、高齢化・長寿化・晩婚
化が進めばこの問題はますます顕著になると考えられます。地域・家
庭・職場という生活領域における支え合いの基盤が弱くなっているこ
とも問題です。老々世帯、独居世帯のみならず、地域から孤立し、必要
な社会的資源につながっていない人は少なくありません。
　そのような社会現象に対し私が今後考えている構想をご紹介しよ
うと思います。

　現在、日本では厚生労働省を中心に今までの高齢者介護や障がい者
福祉サービスのあり方を大きく見直そうという動きが始まっています。

ェニックスが実現する「地域共生社会」とはフ

GOZAREプロジェクト 未来図
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※「地域共生社会」とは健常者と障がい者、若者と高齢者がより一層結びついて一緒に生活していく社会です。

「縦割り」で整備された医療・介護・障害福祉制度ごとの公的な支援体
制を見直し、個人や世帯が抱える問題に包括的（＝「丸ごと」）に対応す
る・支援できる体制へ変更することを掲げています。これを厚生労働省
は「地域共生社会の実現※」とうたっています。そこに、国籍の違い、近い
将来は人間と機械(人工知能やロボット)との違いも乗り越え共に生きて
行く社会だと私は思います。
　また支援の「支え手」「受け手」は一方的に決まるものではなく、お互
いに支え合っていく社会と言われています。ですから、高齢であっても
障害があっても、ひとりひとりが持っておられるチカラを最大限に生か
し、少しでも長く仕事を続けられたり、自立した生活が出来たりできる
ような仕組みと働きかけが必要です。
　これまでもフェニックスでは、地域包括支援センターフェニックス・
かかみ野や在宅相談センターが窓口となり、自治体や関係団体と協議

しながら可能な限り相談・対応に当たってきました。これをさらに推進していく必要があります。
　「地域共生社会」はもはやスローガンではなく私たちが必ず達成すべき目標です。私たちは
「ＧＯＺＡＲＥ（ゴザーレ）プロジェクト」と名付け、今後活動していきます。
　今後フェニックスが地域共生時代の良き手本になり尽力していくことが、患者さま・ご利用者・
ご家族・関係者の皆様、そしてフェニックスグループで働く私たち自身の幸せにつながると信じ
ています。フェニックスがあって良かったと言っていただけるように、皆さんと共に一つ一つに地
道に取り組んで行きたいと思います。みなさん共に頑張りましょう！

フェニックスの障がい福祉サービス　いよいよスタート！

場所
コミュニティプラザPHOENIX DANKE
岐阜県各務原市鵜沼羽場町 3 丁目 33 番 1

ご関心のある方はお気軽に
お問い合わせください！

○どんな人が対象？
　一般企業への就職を希望する65歳未満の障がい
をお持ちの方※

※障がい者手帳、療育手帳をお持ちでない方は、医師による診断
　書が必要です

○何するところ？
　一般企業に就職するための就労準備、訓練を行い、
必要な知識、スキルを身につけます。

○受けられる就労準備、訓練とは？
　パソコン講習、ビジネスマナー、対人スキルアップ、
作業訓練、運動（卓球、ストレッチなど）、健康管理、
金銭管理、履歴書の書き方、面接練習、企業研究、
職場見学・実習などです。

就労移行支援サービス V I V Aローゼ
ビ　  バ

フェニックス・ダンケ

フェニックス障がい福祉サービス
開設準備室　担当：坪根
連絡先：080-3254-6287

フェニックス総合クリニック

12月
オープン！
（予定）
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消化器病専門医 ／ 消化器内視鏡専門医 ／ 日本消化管学会 胃腸科専門医

フェニックス総合クリニック　副院長　長 縄  康 浩

　皆さんこんにちは。「平成」が幕を閉じ、いよ
いよ「令和」の時代が始まりました。フェニック
ス総合クリニックも開設後４年半が経ち、今
後も更に皆様の力になれるよう日々努力し、
進化していきたいと思っています。
　さて、皆さんは「がん登録推進法」や「がん
登録」というものを聞いたことがあるでしょう
か？がんは今や国民の半分が罹患し、死亡の
最大の原因となっています。「がん登録」とは、
がんの罹患、診療、転帰等の状況の把握及び
分析、その他のがんに係る調査研究を推進
し、がん対策の一層の充実に資することを目
的としたシステムで、「がん登録推進法」によ
り定められています。当院でもがんと診断され
た方の情報を個人を特定できない決められた
方法に則り、報告をしています。登録数が全て
ではなく来院される方の診療科や検査の種
類・数にもよりますが、ある一定の登録数があ
ることはその医療機関のがん診療の実績や診
断能力を反映しているとも言えます。
　当院ではレントゲンやX線透視装置、胃カメ
ラ、大腸カメラ、超音波検査、MRI、CT等を完

岐阜県トップクラスの
　健診センターを目指して

備し、検査件数の増加とともに、がん登録の
実績も増加しています。2017年度の登録数
は病院をのぞいた診療所では、岐阜県下で
11番目でした。2018年度の報告結果はまだ
ですが、2017年より更に増加傾向にあり、
トップ10に入れたのではないかと思います。
当院は小規模ながらも健康診断や人間ドッ
ク、各種外来検査を充実させ、診療所レベル
での岐阜県トップクラスを目指します。皆様が
安心して検査を受けて
いただけるよう、検査の
質と精度を維持・向上し
続けることが、我々の使
命だと考えています。
　多くの外来患者さんの対応をする総合病
院とは違って、患者さんのご要望に添った短
期間での検査スケジュールを心がけ、入院で
のまとまった検査も可能です。万が一がんと
診断された場合には、総合病院との速やかな
連携により、患者様の早期治療開始をサポー
トさせていただきます。また、総合病院で治療
や手術を受けられたあとも、がん連携パスを
用いて、総合病院と共同で診療の継続を行っ
ております。
　9月初旬には、当院のウェブサイトがリ
ニューアルし、健診や人間ドック等の内容も充
実する予定です。また、日中お忙しい方のため
にホームページからの申込みも可能ですので
是非一度ご覧になってみてください。健診センター受付の様子
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LINEで予約が
できるようになりました!!

7月～お知
らせ

登録方法 手順

1
LINEを起動し「友達追加」の「QRコード」から、右記QRコードを
読み取って、友達追加してください。

手順

2
checkonアカウントに
「登録」というメッセージ
を送信してください。
下記返信が届きますので、
「登録サイトへ移動する」
をタップ。

手順

3
移動先で、予約受付
WEBアドレスに、
「phoenix」を入力し
次へをタップ。
必要情報を登録して
ください。

手順

4
次回Web予約・受付時、
お知らせ・呼出選択で
「LINE」が出現し、
ご利用可能となります。

順番が近づいたらLINEから
メッセージが配信されます。

※checkonが既に友だちに追加されている場合、
　QRコードを読み込むと現在ご利用中のcheckon
　アカウントに移動します。再度「登録」とメーセージを
　送信し「登録サイトへ移動する」をタップしてください。

phoenix ➡
➡

専門コース（オプション） オプション検査もたくさんありますのでお気軽にお問合せください。

1 消化器
1-1. ピロリ菌検査
1-2. 大腸内視鏡検査

2 肺
2-1. 胸部CT検査
2-2. 喀痰細胞診
2-3. 肺機能検査

6 骨密度
6-1. 骨密度検査

8 腫瘍マーカー
8-1. 肺癌
8-2. 前立腺癌 
　　 （男性のみ）
8-3. 卵巣癌 
       （女性のみ）

3 脳・脳血管
3-1. 頭部MRI・MRA
3-2. 認知機能検査

人間ドックは、健康診断を充実させたものです。
健康の為に、まず、自分の体について知りましょう!!
医師診察
身体計測
視力検査
聴力検査
血圧測定
心電図
胸部X線

尿検査
血液検査
  血液一般・肝機能検査・腎機能検査
  膵機能検査・生活習慣病・感染症

  膠原病・腫瘍マーカー　　など

便潜血検査
腹部超音波

内視鏡検査
経鼻内視鏡や鎮静剤の
使用も可能です。

Aコース ￥28,000
左記 + 胃バリウム検査

Cコース ￥28,000
左記 + ピロリ菌・ペプシノゲン検査

Bコース ￥33,000
左記 + 胃内視鏡検査

☎058-322-2000
【受診日】 月曜日～土曜日（木・土曜日午後、日祝日休診）

ご予約・お問い合わせ

4 腹部
4-1. 腹部CT

5 動脈硬化
5-1. 血圧脈波
5-2. 頸動脈エコー

7 甲状腺
7-1. 甲状腺エコー
7-2. 甲状腺ホルモン
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おしえてホームドクター
“リハビリテーションの
　　　　大切さについて”
岐阜放送（ぎふチャン）AM1431に出演しました‼ 
（令和元年5月16・17日 17：00放送）

病気や手術後のリハビリはなぜ大切なのでしょうか？Q
A まる一日ベッドで安静にしていると筋肉の量が急激に減少します。例えば普

段体を鍛えた宇宙飛行士が宇宙から生還すると歩くことも困難になります。
それに似たような現象が起こるのです。
現在はリハビリの開始時期も早くなってきており、早期開始により早めの回
復の効果が期待できます。

衰えを予防するための“予防リハビリ”について教えてください。Q
A リハビリは継続が大切です。家にいるとすぐにベッドに横になってしまうなど、不活

発な生活を続けると物忘れが出やすいなどの問題も出てきます。日常生活の中で、
頭や体を使い続けたり、家庭での生活に役割を持ったり、社会と繋がって生活す
ることが要介護状態にならないための予防にもなるのです。

リハビリで大切なポイントは何でしょう？Q
A 私はリハビリをよく歯磨きに例えます。

歯を丈夫に保つには毎日の歯磨きは欠かせません。また、
定期的に歯医者さんに通いメンテナンスを受け歯周病や
虫歯の予防をします。それでも調子が悪くなれば治療を
受けます。リハビリも同じで、たとえ不十分であっても毎
日身体と心をしっかり動かす心構えと習慣や環境が大切
です。

リハビリには
どんな種類があるの??
通って行う通所リハビリ、ご自
宅で行う訪問リハビリ、老人保
健施設などに入所してリハビリ
を行う方法などがあります。最
近ではデイサービスなどでも
積極的な運動を行っている事
業所も増えています。

フェニックス
総合クリニック
院長　長縄 敏毅
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理学療法士
横山 志保

フェニックス総合クリニックでのリハビリの魅力
　フェニックスでは、入院後に各職種が状況評価をして、多職種で話し合うカンファレンスを
行っています。リハビリスタッフによる身体機能、日常生活動作の情報だけでなく、評価や情
報をもとに予後予測をしゴールに向けて全スタッフでサポートしていきます。
　また、ご家族さまと密に連携し情報を得ることで、ご本人さま自身をもっと知るように心が
けています。入院期間中は毎朝、医師・看護師・リハビリ・ソーシャルワーカー・栄養士が参加
する回診を行い、日々の変化を報告し合うことで、目標に向けての相談を行っています。
　早期に自宅訪問をして実際の生活場面を想定した訓練を重点的に実施し、病棟生活に落
とし込んでいます。ご本人さまやご家族さまの目指すゴールが何かを打ち立て、そのために必
要なステップを考えゴールに向けて一緒に取り組んでいきます。退院が近づくと、退院後の
生活を見据えたリハビリなどのメニューを提供したり、法人内の各サービスをご利用いただ
くこともできるため、切れ目なくリハビリを続けられることが大きな魅力にもなっています。

フェニックスで
取り入れている
実践リハビリご紹介!!

◀キッチンにて
　料理

畳室での
訓練▶

　自宅に戻ることを想定したメニューを個別で取り入れています。
ＡＤＬ訓練室には、畳、キッチン、浴室が備わっていますので、日常生
活に必要な動作が出来るようにシミュレーションをし、何度も繰り返
し訓練します。
例えば・・・
「玄関に入れるかな？」→上がり框の上りにて訓練。
「ドアは開けられるかな？」→2つのドアを使用し開ける訓練。
「（病院ではベッドだけど）自宅では床の生活で、布団に寝ているけど
大丈夫かな？」→畳にて実際に横になったり、起きることから訓練。
「洗濯は干せるかな？」→レッドコードを物干しにみたてて訓練。
「退院したら買い物に行ってご飯を作らないと・・・」→自分で献立を
考え、必要なものを近くの店に実際に買い物に行き、キッチンで料理
するまで一連の動作を訓練。　

　リハビリ開始時はリハ室
にて練習を行いますが、慣
れてきたら実際の道路を歩
き、横断歩道を時間内に
渡ったり、ちょっとした段差
や不整地などを歩くことで
現実的な訓練を行ってい
ます。

　認知症の方は集中力が持続しなかったり、感情
のコントロールが難しい症状が出ます。
　園芸をすることで気持ちが落ち着いたり、また
園芸をするためにその場
所へ歩いて出向く、という
動作にもつながるため生
活リハビリとして結果的
に訓練となるのです。

生活機能訓練（ＡＤＬ訓練）の充実

リハガーデンや近隣の公園も活用しています リハガーデン内にある園芸コーナー



送迎サービス・訪問介護をします（訪問）

プラザ&メゾン

小規模多機能型居宅介護・・・生活圏域での訪問介護、訪問リハ
ビリ・泊まり・通いのすべてを兼ね備え、ご利用者さま、そのご
家族さまの細かな用事などにも柔軟に対応しています。

必要に応じて通所・宿泊・訪問の3つの介護サービスを臨機応変に選べます。
ご家族様の介護休息にも是非ご協力いたします。

※らぽら・ぽらはケアマネも常駐していますので、ご利用者様のご要望を聞き即座に手続きが
できるのが大きな特徴です。また、顔なじみのスタッフが対応できる環境ですのでいつも安心
していただけます。

各務原市鵜沼各務原町9丁目195番地
☎058-370-2800
介護福祉士・介護支援専門員　磯部薫まで

このように
ご利用になれます。

らぽら・ぽら はご利用者さま、ご家族さまの介護生活を支援しています!!

ご自宅

通 い

訪 問

泊まり

小規模多機能型居宅介護施設ご自宅への送
迎、健康チェ
ックなど行い
ます。

・服薬介助
・食事の管理
・冷暖房の管理
・入浴の介助

急なショートス
テイにも対応
可能です。

住居の
安心

食事の
安心

介護の
安心

交流の
安心

医療の
安心

見守りの
安心

実際にあったケース
ご家族の方が骨折。面倒をみることが困難
に。急遽、ショートステイを利用されました。

なんでもご相談ください
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理事長を
　　さがせ!

クイズ

このイラストの中に理事長・
副理事長・会長が隠れて
います。
ぜひ探してみてください。 理事長 会長副理事長

9
答えはP16にあります。



Voice

“子どもがゲームばかりしている”と悩まれる父兄の方がとても多いようです。

10

社会問題シリーズ　第一弾

現代の悩み『ゲーム依存症』

鵜沼第二小学校にて長縄会長が講話をしました

　去る6月25日土曜日に鵜沼第二小学校にて
フェニックスグループ長縄伸幸会長が『脳科学か
ら見た学童期の脳の発達とゲーム障害（ゲーム
脳）』について講話を行いました。
　今回は地区委員主催でしたので児童の父兄の
みならず、地域の民生委員や自治会の担当者の
方々など約525名の大勢の方に参加いただきま
した。ＡＩやゲームが現代の子どもに及ぼす影響
について、医師の立場から脳科学を根拠にスライ
ドを使っての説明でした。参加いただいた方々も興味津々で聴いていらっしゃいました。
　フェニックスグループは今後もこのような活動を地位貢献の一環として続けてまいります。

ご存知 
ですか？

「ゲーム障害」はＷＨＯにより認定された
治療が必要な疾病です

「ゲーム障害」の主な判断基準
・ゲームをする時間や頻度を自分でコントロール
できない
・日常生活でゲームを他の何よりも優先させる
・生活に問題が生じてもゲームを続け、エスカ
レートさせる

神経ネットワークの
統合性の低下

＝

人間らしさの崩壊

「ゲーム障害」の脳はどのような症状をもたらすのでしょうか・・・
・衝動的　・キレやすい　・現実逃避　・無気力　・他人無関心　・冷淡　・うつ状態　・自閉的

ゲーム障害
（ゲーム脳）とは…？

講話の様子



苅谷 保さん 「瑞宝双光章」授賞

はたけサロンを開催しています!
　お日さまの下でお茶を飲みながら、楽しく野菜作り
をしませんか？みんなでおしゃべりを楽しみながら、介
護予防に役立てましょう！

期　間：5月中旬～11月末までの月2回程度
場　所：蘇原新生町3丁目6の畑
　 　　　※駐車場には数に限りがあるので、ご相談ください。
対　象：市内65歳以上の方
参加費：無料
定　員：20名（定員になり次第締め切り）
内　容：農業体験、お茶会など
【問合先・申込先】 各務原市高齢福祉課  ☎058-383-7258

収穫した野菜は
お持ち帰り

いただけます！！

ひまわりの
種まきも

やってます！

　元東海農政局三重統計情報事
務所総務部長として活躍され、この
度、瑞宝双光章を授与されました苅
谷保さん。
　「おめでとうございます。」
　授与されたことを皆さんに「すご
いですね。」と声をかけて頂くと、照
れくさそうにはにかまれます。
　「若い時は苦労もありましたが、
家族の支えがあり、頑張ってきまし
た。今このような章をいただき、あり
がたいです。」
　ご家族様も「父を誇りに思います。」と嬉しそうな様子でした。
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ダブル資格取得に向けて頑張っています！！

　もともと私たちは同期で入社しました。当時の同期は8人でリハ職
としては2人でしたので、よく仕事の相談や愚痴などを話しているう
ちにいつの間にか結婚していました。
　今は幼稚園に通う5歳と3歳の姉妹の子育てを夫婦で仕事と両立
しながらやっています。祝日など夫婦揃って出勤の時は法人内の託
児所を利用しており、子育て真っ最中の私たちは非常に助かってい
ます。

　私たちは2010年に同期入社し結婚しました。今では長女、次女と子供
２人を授かり毎日バタバタした生活を送っています。私たちは共に正社員
で働きながらも託児所を利用させていただいたり、子供の体調不良の際
には快くお休みをいただいたりと子供を育てながら働くにはとてもありが
たい環境です。また、上司や先輩に良くして頂き子育てや仕事の相談事な
ども気兼ねなくすることができます。これからも共働きをしながら家族4
人で頑張っていきたいと思います。

　私は介護福祉士としてデイサービスCom. Do33でパートとし
て三年間働いてきました。子どもが学校に行っている間に働くこ
とができ、学校行事の際にはお休みをいただくこともできるため
安心して子育てとパートの両立ができました。介護の仕事をして
いるうちに、看護の仕事にも興味を持ち、4月からはサンバレーか
かみ野にて午前中は仕事、午後からは准看護学校に通いながら
現在ダブル資格取得に向けて充実した毎日を送っています。

左高夫婦
子供（5歳）、（3歳）

大峰夫婦
子供（2歳）、（1歳）

サンバレーかかみ野　井戸 文子さん

わたしたちは
ファミリー・フレンドリィカンパニーを
めざしています。 夫婦編

助け合いながら働くファミリー紹介
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「介護福祉士」資格に13名が合格！

新入職員歓迎会
　4/25・5/9に新入社員研修会を
行いました。皆さん希望を胸に若い
エネルギーがみなぎっていました!

ベトナム人留学生・技能実習生

初めての花火を観覧！

　平成31年3月、平成30年度介護福祉士国家試験の
結果発表があり、フェニックス・グループから新たに13
名の介護福祉士が誕生しました。フェニックス・グルー
プでは、スタッフの人財育成、キャリア支援の一環とし
て、外部研修機関（日本総合福祉アカデミー）との提携
により、介護福祉士国家試験受験に必須要件でもあ
る、「介護職員実務者研修」を法人内で年2回実施して
います。今回13名のうち8名がこの研修を受講して見
事試験に合格しました。フェニックス・グループでは、こ
れからもスタッフの自己実現とキャリアアップを全力で支援していきます。

スタッフ
　  

● 介護士　● 看護師● 介護士　● 看護師

多様な働き方、様々なサポートがあるので資格のある方、ない方でも安心して
働けます。事業所内託児所や学童も完備していますので子育てしながら働く環境
も整っていますよ。幅広い世代の方のご応募をおまちしております。

勤務場所、勤務時間などご相談に応じます。
まずはお電話ください。

労務メールです。
こちらからどうぞ♪
roumu@phoenix-g.jp

➡

フェニックスグループ 法人本部　担当：寺本　☎058-379-3588（平日9時～18時）

フェニックスに定年はありません！！
働き方を変えながら“人生現役”を全うしましょう 募

集
中

　7月20日、おがせ池花火大会に行って来
ました。故郷を離れ日々勉強に励む中、夏の
風物詩である花火を楽しみました。初めてと
いうこともあって、とても興奮していました。
花火が上がるたび、歓声も上がりました。
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　団塊世代（昭和22年生まれ）の私にとって
「昭和」は人に迷惑かけない社会人になるため
の「成長・学び」の時代であり、「平成」は人に恥
じない「仕事をする」社会人を夫婦でめざした実
りある30年（昭和63年9月に生誕の地で開業、
昭和64年1月8日に平成元年、平成30年4月理
事長退任、会長職）でした。そして、未知である
「退職後」の第3段階の人生を模索しはじめた1
年後の5月1日に「令和」が誕生しました。まさに
私の人生は「昭和」「平成」「令和」に区分される
ことになりました。令和は私の老後への挑戦そ
のものです。

 受験戦争はあの世まで続いている
　厳しい大学受験を終えてホッとする私に、恩
師が「安心するのはまだ早いよ、新たな受験戦
争が死ぬまで続くから」。この言葉が、最近益々
私の心奥深くまで刻み込まれています。「少子高
齢社会・人生100年時代」には、生涯を通じて
“変身”は団塊世代（戦争を知らない高齢新世
代）の宿命です。

 日本の課題は世界の課題　
　高齢化は先進国共通の悩みです。結婚後ドイ
ツに長く住み、両親を最近日本で看取った川口

マーン恵美は
その体験から
日本とドイツ
の医療や介護
の状況を的確
に比較してい
ます（老後の
誤算、日本とド
イツ：草思社、
2018年）。

　高齢化率（65歳以上の全人口に対する比率）
は、日本は27.5％と世界1であり、ドイツは
21.7%で4位と悩みは同じです。また、1人の高
齢者を現役世代（15歳から64歳）が何人で支
えるかの比率は、日本が2.3人（2015年）、1.9人
（2030年）、1.4人（2050年）であり、ドイツは
それぞれ、3.1人、2.2人、1.8人とほぼ同等で
す。最近の就労年齢は高くなっているので支え
る比率は更に低く、若い現役世代に大きな負担
を強いています。　

 ドイツの介護保険制度と国民負担　　
　日本は2000年の介護保険制度導入にあた
り、ドイツの制度を大いに参考にしました。要介
護度は当時のドイツは3段階でしたが、日本は
要支援を含む7段階に分けて給付を開始しま
した。その後、日本は要支援を介護保険制度よ
り除外した5段階の介護度に変更され、一方、
ドイツは認知症を主体とする2段階を新たに追
加した5段階に最近変更しています。また、介護
保険の原資は日本は税金が4割投入されてい
ますが、ドイツは民間（本人および会社が折半）
のみでその支給額も少なく、老後のための貯蓄
も少ない。日本の特別養護老人ホームのような
公的な老人ホームはなく、施設利用料金も高
い。従事するスタッフの80%は外国の労働者で
その数も少ない。従って要介護者の70%は在
宅療養を強いられています。日本のようなケア
マネージャー制度はなく、家族がサービスを選
択し利用手続きしなければならない。自宅にお
ける介護は半分がヘルパーを利用し、半分は家
族が介護している。保険料は、子どものいる人
は納税対象収入の2.55%、23歳以上で子供の
いない人は2.80%が支払いの義務額である
が、2019年から0.3%が追加される（たとえば

子供がいなく額面30万の収入がある人は、
9,300円を雇用者と折半）。要介護者に支払わ
れる額も在宅で公的サービスを使う時は、介護
3（7,100円）、要介護4（9,500円）、要介護5
（11,700円）、施設入所はそれぞれ164,000
円、231,000円、261,000円が公的に施設に
給付されるが、自己負担は同一ホーム内では介
護度関係なく一律である。しかし、現実は保険
外自己負担が同額程度上乗せされるため老人
ホームへの入所はかなり高額となり経済力がな
いと入所できないようです（要介護3で平均自
己負担は約20万）。
　また、ドイツでは子供は親の介護費を負担す
る義務が法律で規定されているため、親の顔を
1度も見たことのない子供でも、親に支払い能
力がない時は法律上の子供であれば徹底的に
探索されて強制的に支払いさせられます。

 医療格差社会ドイツと患者天国の日本
　ドイツにはプライベート保険と法的強制保険
があり、前者は富豪層が対象で全体の10%程
度が加入している。法的強制保険に加入する
「普通の患者」は3カ月間に何回受診しても保険
から支給される総額は一定です（3,300円～
5,200円）。そのために、かかりつけ医はプライ
ベート保険に特化したり、「普通の患者さん」に
はすべて予約制にして利用制限しているのが現
状です。プライベート保険料は若い世代では割
安であるが高齢者には割高になる。そのため高
齢者になるとプライベート保険から法的強制保
険への切り替えが続出したため現在は切り替え
は禁止されています。従って、プライベート保険
料が高額で支払えなくなった未加入の高齢者
が増加しています。
　2017年度のドイツ国民1人当たりの医療費
は5728ドルで日本の4717ドルに比べ高額で
ある。さらに、日本では国民医療費の38.8%に
公費が投入されているがドイツは原則的に民間
による互助（保険）のみである。

 北欧の社会保障制度の現実
　北欧の多くの国では医療・介護費の大部分が

税金から支払われています。デンマークの医療
費は85％が税で自己負担は10%強です。従っ
て、ある程度の所得があれば最終的に収入の
70%程度が税として徴収されています。介護が
必要となった人は基本的に全員在宅介護です。
介護士の基本的な役割は見守りである（高齢者
の自立促進が最優先）が、必要に応じて食事を
運んだり（食事介助は行わない、食事介助は拷
問である）おむつ交換や体位変換を行ってくれ
る。北欧モデルは個人の自由と自立が優先され
るため、転倒などの事故は起きうるものと容認
されています。また、延命治療は行われない。胃
瘻造設の適応基準は「再び普通の生活にもどり
働ける」ことが前提です。

 ドイツと日本の共通の課題
　ドイツも日本も
「北欧モデル」を参
考に独自の社会保
障制度を模索して
いるが、両国は国民
性の相似もあり歴史上親密な交流が行われ、現
在も維持されている。医療介護分野においても
両国の近未来的課題が相互の反面教師や共通
の課題となっています。
・家族介護の限界と家族の関わり方
・柔軟な自宅療養のあり方
・介護人材不足と離職防止
・医療介護における生産性の向上
・全体最適と部分最適は相反するという事実
・認知症対策
・終末期医療・看取りのあり方
・活動的高齢者の社会参加のあり方
　1項目づつ詳細に語る余白がないため課題の
み列挙しましたが、日本の医療制度も介護制度
も世界では類のない成功例（部分最適）です。し
かし、今後、日本が迎える「少子高齢社会、人生
100年時代」の全体最適を考えた時、今の部分
最適の大胆な改革が必要です。私たち「戦争を
知らない高齢新世代」は少なくとも“若者の善
意”に甘えない高齢者であり続けたいと声高ら
かに宣言します。

特定医療法人フェニックス　社会福祉法人フェニックス　会 長  長縄 伸幸

世界における老後の誤算
～令和を迎え日本人はどう生きるか～
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5,200円）。そのために、かかりつけ医はプライ
ベート保険に特化したり、「普通の患者さん」に
はすべて予約制にして利用制限しているのが現
状です。プライベート保険料は若い世代では割
安であるが高齢者には割高になる。そのため高
齢者になるとプライベート保険から法的強制保
険への切り替えが続出したため現在は切り替え
は禁止されています。従って、プライベート保険
料が高額で支払えなくなった未加入の高齢者
が増加しています。
　2017年度のドイツ国民1人当たりの医療費
は5728ドルで日本の4717ドルに比べ高額で
ある。さらに、日本では国民医療費の38.8%に
公費が投入されているがドイツは原則的に民間
による互助（保険）のみである。

 北欧の社会保障制度の現実
　北欧の多くの国では医療・介護費の大部分が

税金から支払われています。デンマークの医療
費は85％が税で自己負担は10%強です。従っ
て、ある程度の所得があれば最終的に収入の
70%程度が税として徴収されています。介護が
必要となった人は基本的に全員在宅介護です。
介護士の基本的な役割は見守りである（高齢者
の自立促進が最優先）が、必要に応じて食事を
運んだり（食事介助は行わない、食事介助は拷
問である）おむつ交換や体位変換を行ってくれ
る。北欧モデルは個人の自由と自立が優先され
るため、転倒などの事故は起きうるものと容認
されています。また、延命治療は行われない。胃
瘻造設の適応基準は「再び普通の生活にもどり
働ける」ことが前提です。

 ドイツと日本の共通の課題
　ドイツも日本も
「北欧モデル」を参
考に独自の社会保
障制度を模索して
いるが、両国は国民
性の相似もあり歴史上親密な交流が行われ、現
在も維持されている。医療介護分野においても
両国の近未来的課題が相互の反面教師や共通
の課題となっています。
・家族介護の限界と家族の関わり方
・柔軟な自宅療養のあり方
・介護人材不足と離職防止
・医療介護における生産性の向上
・全体最適と部分最適は相反するという事実
・認知症対策
・終末期医療・看取りのあり方
・活動的高齢者の社会参加のあり方
　1項目づつ詳細に語る余白がないため課題の
み列挙しましたが、日本の医療制度も介護制度
も世界では類のない成功例（部分最適）です。し
かし、今後、日本が迎える「少子高齢社会、人生
100年時代」の全体最適を考えた時、今の部分
最適の大胆な改革が必要です。私たち「戦争を
知らない高齢新世代」は少なくとも“若者の善
意”に甘えない高齢者であり続けたいと声高ら
かに宣言します。
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ケアハウス
だんらん

三柿野

新那加

サンバレーかかみ野

Com.Do那加

Com.Doパークサイドテラス

交通のご案内

メディカルセンター・フェニックス
名鉄各務原線 おがせ駅 又は名電各務原駅より徒歩10分
JR高山線 各務原駅よりタクシーで5分
サンバレーかかみ野
東海北陸自動車道 関インターより車で10分
名鉄各務原線 三柿野駅よりバスで15分
JR高山線 蘇原駅よりタクシーで7分

フェニックス総合クリニック 

フェニックス在宅支援クリニック

リハトピア・フェニックス
（老人保健施設）

ハートピア・フェニックス
（老人保健施設）

フェニックスデイケアセンターA&S
（デイケア）

フェニックス在宅相談センター

地域包括支援センター フェニックスかかみ野

サンバレーかかみ野
（老人保健施設）

デイケアセンターきらら
（デイケア）

事業所内託児所 それいゆ

ケアハウスだんらん
デイサービスCom.Do33
（デイサービス）

私の部屋
（グループホーム）

Com.Do那加
（リハビリデイサービス）

Com.Doパークサイドテラス
（介護予防デイサービス）

メゾンペイネ
（特別養護老人ホーム）（ショートステイ）

らぽら・ぽら
（小規模多機能サービス）

介護予防デイサービスCom.Do2

ひだまり
（グループホーム）

サニーテラス
（グループホーム）

事業所内託児所 ショコラ

Anti-Aging複合施設

健康館フェニックス
メディカルフィットネスQ10

介護予防デイサービスCom.Do
（デイサービス）

ドクターズレストラン GA楽

コミュニティ・プラザ 

フェニックス DANKE
DANKE（暖家）
（特別養護老人ホーム）（ショートステイ）

Com.Do DANKE
（デイサービス）

デイサービスセンターすずらん
（認知症対応型デイサービス）

地域交流広場 DANKE

TEL（058）322-2000

…TEL（058）322-2100

…………TEL（058）322-2220

…………TEL（058）322-2221

TEL（058）322-2222

……TEL（058）385-2244

TEL（058）384-8844

………TEL（058）370-7777

……………TEL（058）370-8875

……………TEL（058）379-3588

………TEL（058）379-3377

…………TEL（058）379-3773

…………………………TEL（058）370-1200

…………………TEL（058）322-5757

…TEL（058）372-3535

………………………TEL（058）370-5225

………………………TEL（058）370-2800

…TEL（058）370-2800

………………………………TEL（058）370-8885

…………………………TEL（058）370-9915

…………TEL（058）379-3588

………TEL（058）379-3388

……TEL（058）379-2022

………TEL（058）379-1818

………………………TEL（058）370-0070

…………………TEL（058）385-1155

…TEL（058）385-3033

……………TEL（058）385-1155

プラザ＆メゾン
地域密着型複合施設

メディカルセンター

ダンケ
さんさん

地域密着型複合施設

プラザ＆メゾン
Anti-Aging複合施設

健康館フェニックス

特定医療法人 社会福祉法人
岐阜県各務原市鵜沼各務原町6丁目50番 岐阜県各務原市須衛町1丁目132番

フェニックスグループ 検索 http://phoenix-g.jp
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この街の元気をつくりたい。トータルケアでしあわせを応援します。

コミュニティプラザ

フェニックス DANKE

クイズ「理事長をさがせ！」解答

❶理事長
❷副理事長
❸会長
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