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利用者一人ひとりに深く関わり、
家族と協働、在宅生活を細やかに支える
ＪＡ西条小規模多機能型居宅介護「武丈の里」
〜同取り組みを通じ “小多機” のあり方を考える
（一社）日本協同組合連携機構 基礎研究部 主任研究員 郡山

雅史

小規模多機能型居宅介護のモデルに成り得ると評価されたＪＡ西条の「武丈の里」
を事例に、通い、泊まり、訪問の各機能にケアマネジメント機能と包括報酬がセッ
トされ、認知症をはじめ地域で暮らす高齢者のニーズにタイムリーかつ臨機応変に
応える小規模多機能型居宅介護のあるべき姿に迫る。
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１．はじめに～ “ 小多機 ” のあるべき姿を探る

主な研究・関心・専門分
野：高齢者福祉を軸とし
た地域づくり。

総務省は 2018 年９月 15 日、わが国の高齢化率が 28.1％に達したことを発表し

研究実績（著書・論文な

た。国立社会保障・人口問題研究所によれば、この割合は今後も上昇を続け、第２次

ど）：
「地域に根ざしたＪ

ベビーブーム期（1971 ～ 1974 年）に生まれた世代が 65 歳以上となる 2040 年には

Ａづくりに資する食と農

35.3％に達する見込みとなっている。

をテーマとしたＪＡ職 員
における企画・コーディ

高齢化率の増加に伴い医療費、介護費といった社会保障費が増えるなか、「医療か
かじ

ネイト力の育成方策に係

ら介護」「施設から在宅」に舵を切った厚生労働省は、2025 年を目途に住み慣れた地

る研究」協同組合奨励研

域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることを支える「地域包括ケアシステ

究報告第三十四輯、全国

ム」の構築を目指している。

農業協同組合中央会編、
2009 年、他
資格：一級建築士
注 １） 月 額 定 額 制 で、
365 日、24 時 間、 共 通
した職員から「通い」
「泊

その中核となるサービスが 2006 年の介護保険法改正で宅老所の取り組みをモデ
ルに制度化された「小規模多機能型居宅介護」注１）（以後、小多機）だ。通い機能、
泊まり機能、訪問機能にケアマネジメント機能と包括報酬がセットされ、地域で暮ら
す認知症の方など、高齢者の変化するニーズにタイムリーかつ臨機応変に応えること
ができる。

まり」「訪問」を組み合

膨れ上がる社会保障費の抑制という “ 現実 ” と住み慣れた地域や自宅での生活を支

わせた柔軟な（専属のケ

えるという “ ソーシャルなニーズ ” から制度化が図られた小多機。宅老所をモデルと

アマネがおり、ケアマネ
ジメントが一体化した）

しているが、あくまでもそうしたケアが可能な器（制度）であり、その中身や質は事
み

と

ケアが受けられる。人数

業者（管理者）の意識にかかる部分が大きい。重度化して看取りが近づくと連携病院

登録制のため、なじみの

へと利用者を誘導する医療法人経営の小多機など、囲い込みを目的とした経営ツール

利用者、職員と家庭的な
雰囲気のなかで「通い」
を過ごすことができる

的な取り組みも目立つ。制度化の際に、期待された認知症の方が落ち着き、おだやか
に過ごせる宅老所のケアを受け継いだ小多機はいったいどれぐらいあるのだろう？
また、そこでいう優れたケアの本質や中身とはいったい何なのか？
こうした折、小多機の制度設計に関与した宅老所関係者が、小多機のモデルと成り
得ると高く評価した取り組みを取材する機会に恵まれた。本稿で取り上げる利用者の
在宅生活を深く捉え家族との協働を引き出し、月 700 回を超える訪問などにより細

注 ２）「 武 丈 の 里 」は、
2017 年度ＪＡグループ
愛媛介護事例報告会にお

ぶ じょう

さと

やかに支えるＪＡ西条の小多機「武丈の里」の取り組みである注２）。
本稿では、このＪＡ西条の武丈の里の取り組みを通じ、小多機のあり方について考
えてみたい。

いて、小多機のモデルと
成り得る取り組みとして
高い評価を受けて「最優
秀賞」を受賞

武丈の里の外観（正面）

天然木に焼き印した表札
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２．取り組みの経緯～「泊まり」に対する組合員ニーズの高まりが背景
愛媛県西条市の一部（旧東予市・旧丹原町・旧小松町を除く）を管内とするＪＡ西
条は、1965 年に西条市内の８つの農協が合併、1999 年６月に大町農協と再合併し
現在に至る。
いし

西条市は県で第４番目に人口が多く、北は瀬戸内海に接し、南は西日本最高峰の石
づちさん

け

う

鎚山の麓に接する。石鎚山の恩恵により地下水が豊富で、日本でも希有な地下水の自
じ ふんせい

噴地帯。市内には「うちぬき」と呼ばれる自噴井が随所にある。「ここは自噴井の水
注３）こうしたことから

で十分なので上水道代が掛からないんだよ」注３）と乗り合わせたタクシーの運転手さ

西条市は “ 水の都 ” との

んが教えてくれた。ＪＡ西条では、「ときめき水都市」とネーミングし、西条市内だ

別称を持つ

すい と いち

けでなく、今治市、新居浜市に農産物直売所を、また、生活協同組合コープえひめに
はインショップを出店している。
2018 年８月現在、ＪＡ西条は介護事業として、武丈の里を拠点とした小多機事業
の他、デイサービス「いずみの里」
「みずほの里」の２カ所を有する通所介護事業、ホー
ムヘルパー 15 人からなる訪問介護事業、ケアマネジャー５人からなる居宅介護事業
に取り組んでいる。訪問介護事業においては、介護保険適用分だけで利用者や家族の
在宅生活の継続を支えることが難しい場合、併せて利用できる利用者負担の自主事業
サービス（保険外）が設けられており、両者を組み合わせることで在宅生活が支えら
れる仕組みとなっている。
平成 20 年代前半、組合員のなかで「泊まり」へのニーズが高まったことを受け、
ＪＡ西条の福祉部門は、本所を巻き込んで今後の福祉のあるべき姿を検討。いかなる
サービスで「泊まり」を実現するか考えた結果、小多機に取り組むこととなった。
ＪＡ西条では、組合長、専務、常務、福祉関連の部課長からなる建設委員会を組織し、
武丈の里へ自ら手を挙げたデイサービスい
ずみの里の３人のスタッフを伴い、ＪＡ愛
媛中央会の支援を得つつ、松山市の宅老所
「託老所あんき」や岡山県倉敷市の小規模多
機能ホーム「ぶどうの家」、岡山県瀬戸内市
より みちかおり

の小規模多機能ホーム「縁 路 香 」といった
先進事業所の視察に赴いた（そこでのスタッ
フ候補生たちの反応については後述）。
前向きな姿勢を持つ経営陣と自ら志願し
注４）地域密着型サービ

たスタッフ候補生により先進地視察を通じた

ス事業である小多機の許

学びが重ねられた結果、2016 年７月、武丈

認可は保険者である市町
村（西条市）が行う。し

の里はようやくオープンにこぎつけた注４）。

かし、小多機の数が少な
いせいか、補助金こそ出
ないものの、許認可につ
いてはすんなりと通った

武丈の里のパンフレットより
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３．
「武丈の里」の取り組み
（１）月 700 回を超える訪問など、柔軟かつ細やかなケアで在宅生活を支える
次にＪＡ西条の小多機、武丈の里の取り組みを見ていきたい。まず、特徴といえる
のが、登録利用者の顔ぶれ。2018 年８月末現在、登録利用者の人数は 20 人。個性的、
難易度の高い方々（要支援であっても認知症の方は多い）が多く、同じケースが１人
としていない。
つえ

「杖をついた男の人が戸をトントン叩くので怖い」といった妄想があり、深夜２時
に訪問したこともある独居のＯさん。アルコール依存症かつ肝性脳症と診断されてい
るが、目を離すとすぐお酒を買って飲んでしまい 24 時間見守りが必要なＴさん。首
都圏から遠い親戚を頼り移住してきて、助け合いながら生活している全盲のＫさんと
認知症のあるＹさん姉妹など、バラエティーに富むレアケースの方ばかりである。
こうした方々に対し、武丈の里は「家が１番、武丈の里は２番でありたい……」と
本人の暮らしにとって主役は自宅で、武丈の里はそれを支える脇役との位置付けか
ら、一人ひとりに深く関わり、必要に応じ要支援・要介護の枠を超えタイムリーに訪
問するなど、柔軟かつ細やかなケアでその在宅生活を支えている。Ｏさんのケースで
は、不安の原因を聞き、訪問や通所の回数を増やすことで１人になる時間を減らすと
ともに、24 時間、電話がつなが
るようにし、必要なときは夜間で
も訪問を行った。Ｔさんのケース
では、お酒を買っているＴさんに
街で遭遇すると、スタッフは勤務
時間外でも駆け寄り武丈の里のス
タッフにつなぐ他、地域の人にも
協力をお願いしている。必要な場
合に限っているが、それでも訪問
回数は月 700 回を超えた注５）。一

注５）訪問体制強化加算
の認定条件は月 200 回以
上。2018 年 ５・ ６ 月 の

タイムリーに訪問

方、タイムリーな訪問でニーズが
減るのか「泊まり」の方は、５月

訪問はその３倍超

は 27 回（２人）、６～７月は１
～２回（１～２人）
とまだ、少ない。
（２）強力な看護スタッフと行動
観察方式ＡＯＳにより医療の壁を
突破
住み慣れた地域で最後まで暮ら
し続けることを支える小多機に
利用者宅で

とって不可欠な “ 医療との連携 ”。
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しかし、認知症などに関する誤診、不適切な薬の種類や量の選択をはじめ、医療に掛
かる問題は少なくない。こうした状況に対し、武丈の里は強力な看護スタッフと認知
注６）行動観察方式ＡＯ
Ｓ（ アオス）：玉 井 顯 医
療法 人敦 賀温 泉病院院
長 が「 認 知 症 重 症 度 評
価 」の 一つである SSD S
（S cre ening S c al e For
Dementia Severity ）を
ベースに開発。日常の生

症の方の今を知るツール、行動観察方式ＡＯＳ（アオス）注６）をもって渡り合っている。
強力な看護スタッフというのは、武丈の里管理者の高橋八弓さんと一緒にデイサー
ビスから志願して来た正看護師の伊藤裕子さん。利用者の立場に立ちながら医者のプ
ライドを損ねないよう、おだやかに接しつつもがんがん切り込み、その上で連携もしっ
かり取ってくれる。
もう一つの切り札となっているのが、利用者の日常の動作や行動に関して本人や家

活動作に関する５項目と

族、介護者などが回答することで、本人の状態について共通の認識を持つことができ

日常生活行動に関する 48

る行動観察方式ＡＯＳである。前出のＯさんのケースでは、本人・家族・スタッフで

項目で構成される、所要

ＡＯＳを取った結果、アルツハイマー型認知症という主治医の診断に疑念が生じセカ

時間７～８分程度の簡易
なアンケート形式の認知

ンドオピニオンを求めようということになった。

症評価尺度。本人の日常

しかし、診断書を依頼してもなかなか書いてくれない主治医。これまで診てくれた

生活における行動や態度

主治医を気遣う家族。ようやく説得し、認知症の診断で定評のある松山市の心療内科

等に関する本人に関わる

を家族と同行受診した結果、アルツハイマー型認知症でなく老人性妄想パラノイアと

人のチェックに基づくス
ケールから認知機能や症
状の程度を評価する。本

の診断に変わり、薬を変えた結果、Ｏさんの妄想がなくなり落ち着いて過ごせるよう
になった。

人・家族、介護従事者な
ど、観察者の関わりによ
り点 差が生じることを前

（３）“ 引く ” ことも重要！ “ 家族 ” や利用者ごとの “ 地域 ” とつながって支える

提とし、その点差自体を

深く関わり細やかに利用者を支える武丈の里だが、同時に “ 引く ” ことも大切だと

評価対象とすることによ

考えている。病院の定期受診に付き添ってもらう、自宅で一緒に過ごせる日は手を出

り、共通言語化および共

さないなど、チームの一員として “ 家族 ” の主体的な関わりを促している。

通の認識を図ることがで
きる

また、日々の関わりのなかで一人ひとり異なるその人の “ 地域 ” を見つけ、そのつ
ながりを切らないことも重視している。毎日、武丈の里に旬の食材を使った手作りの
お昼を食べに来ていると聞いていたが、取材当日、姿が見えなかったＯさん。その日
は、武丈の里ではなく地域が開いているミニデイに出掛けたとのこと。ミニデイに出
掛けて地域と関わり続けることで、Ｏさんはこれまでどおり変化に富んだ日常を送る
ことができる。
利用者同士の関係も重要だ。近ごろ俳句づくりにはまっている首都圏から移住して
きた姉妹の姉のＫさん。目標とする俳句が上手なＴさんに作った作品を添削してもら
うようになった。すると、これまでスタッフがいくら言ってもお酒をやめなかったＴ
さんが、「Ｋさんに頼まれたけん、頭痛いわ」などと言いつつも添削の日だけはお酒
を飲まないで、武丈の里に来るようになった。Ｔさんにとっては日常のなかのささや
かな変化にすぎないが、スタッフたちにとっては、何にも替えがたいうれしい出来事
である。
このように自分たちだけでなく、家族や地域と一緒に支えることを重要視する武丈
の里。ここで役立っているのが、前述したＡＯＳである。認知症の方の “ 今 ” を積み
重ねてみることにより、その方の状態の移り変わりや認知症の重症度を推測するだけ
でなく、家族と事業所の連携ツールとしての活用を目的に取り入れられたＡＯＳ。一
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緒にチェックすることで家族が利用者について言語化できなかった悩みをスタッフに
伝える、スタッフがケアで苦慮している部分を家族に理解してもらう、スタッフごと
に異なる利用者への見方を互いに気づき合うなど、根拠に基づいた利用者への認識を
支援者同士が共有し、つながる上で大きな効果を挙げている。
（４）“ 臨機応変さ ” がポイントとなる小多機のケア
お昼だけ食べに来る人もいるなど、武丈の里の「通い」
（９～ 17 時）では毎日 10
人前後の方が好きなときに来て、好きなときに帰っていく。デイサービスなどに比べ
少数に絞り込んだ利用者をみることができる小多機。一人ひとりと深く関わり、その
生活パターンや好みを知ることできるため臨機応変な対応を取りやすい。
デイサービスでは、マニュアルに沿っていないとできないと思っていた高橋さん。
現在は、“ 臨機応変さ ” が最も重要だと考えるようになった。だが、同じケースが１
人としておらず、レアな方ばかりで掘り下げれば掘り下げるだけ難しく、本当に「こ
うすればよい」という答えがない。そうした高橋さんが、武丈の里に志願する際、臨
機応変力の高さを見込んで声を掛けたのがデイサービスで同僚だった介護福祉士の篠
原由佳里さん。以前、訪問から帰って来たスタッフの話を聞きおかしいと、再びお宅
に伺うと、案の定、利用者が転倒
していた。病院に担ぎ込んで検査
すると、骨折と判明。すぐ手術と
なったが、篠原さんが機転を利か
せて対応し、乗り切った。
加えて、臨機応変なケアに欠か
せないのが、利用者一人ひとりへ
の包括的なアセスメント、そして
一体化したケアマネジメント機能
である。
デイサービスでは、利用者が
ショートステイなど他の施設に
行ったときのことは、ケアマネ

テーブル（椅子座り）と畳コーナー（床座り）を一体化させた
“たまり場”
※小規模多機能ホームぶどうの家（倉敷市）を視察した際、民家の畳敷き
の空間で在宅での自立した生活を促す“生活リハビリ”が行われているの
を参考に畳の空間を取り入れた

ジャー経由でしか聞くことができ
ず、聞いても煩わしそうにされる
こともあり、聞きたいことが聞け
ず、知りたいことを知ることがで
きなかったが、デイサービスに比
べ、小多機では「情報が取りやす
く、１カ所でその人が必要とする、
その人に合ったいろいろな支援が
できる」と高橋さんは言う。デイ
サービスのころから、利用者の様

マニキュアを塗る利用者
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子が浮かび上がるような、書類を
細かく丁寧に書くことができたと
いうデイサービスセンター「いず
みの里」から志願して来た高橋さ
んら３人のメンバー。スタッフ間
の情報を集積し、利用者について
一層、知ることができるように
なった。
ケアマネジメントについては、
管理者高橋さんがケアマネジャー
を兼務し、武丈の里全体を方向付

自ら志願して来た武丈の里の中心スタッフ。左から、管理者
たかはし や ゆみ

しのはら ゆ

か

り

い とう

高橋八弓さん、介護福祉士 篠原由佳里さん、正看護師 伊藤

ひろ こ

裕子さん

けしている。あらかじめ要支援・
要介護度別の枠はつくらず、利用者一人ひとりが在宅での生活を継続するためにどう
しても必要なことを支援し、引くことが必要な場合は引き、地域とのつながりを保つ
という大きな方針の下、その日その日変わるという利用者一人ひとりの状況やニーズ
を捉え、瞬時のケアマネジメントと一体化した柔軟でタイムリー（臨機応変）なケア、
注７）スタッフがペアに

そしてモニタリング（評価）を行っている注７）。

なり各利用者を担当。利
用者の変化に対し、ミー
ティングなどによりタイ
ムリーに対応

（５）難しい利用者に向き合うことで培われてきた「武丈の里」のケア
介護事業でまず重要となるのは、なんといってもケアづくり＝人づくりである。デ
イから小多機に来てまだ２年と数カ月。なぜ、これだけの短期間で高い評価がなされ
るまでに急成長できたのか？

率直に疑問をぶつけてみた。

注８）ＪＡ愛媛中央会に

デイサービス時代より、ＪＡ愛媛中央会のさまざまな研修注８）で、福祉アドバイザー

よる介護事業関連の研

の松本 栄さんから機会あるごとに、利用者の在宅生活を意識したデイサービスでの

修：介護保険法関連、事
業別（訪問介護・通所介

まつもと さかえ

ケアを叩き込まれてきた高橋さん。もっと利用者のことを知りたいという気持ちが高

護など）、認知症関連の

まるなか、すでに取得したケアマネジャーの資格を実践で使ってみたいという思いも

共通研究会に加え、事業

あり、小多機武丈の里のスタッフに手を挙げた。

所立ち上げ・業務改善を
対象とする個別の現地指
導（研修）の他、介護現

だが、オープン前に出掛けた先進事業所視察で、勤務していたデイサービスとのあ
まりの違いに衝撃を受け、３人はバリバリに固まってしまう。岡山県倉敷市の小規模

場では常識とされている

多機能ホーム「ぶどうの家」（1996 年～）を訪れたときのこと、椅子・テーブルが当

刻みやとろみが野菜の種

たり前のデイとは違い、利用者たちが座っているのはなんと “ 畳 ”。「ん？

類によっては逆に飲み込

子がない」と目の前の光景が信じられない３人。車の後部座席で、不用意なことを言っ

みにくいことも実習を通

ん？」「椅

じ理解する「摂食嚥 下 」

てはいけないという緊張した空気がひしひしと伝わってくるなか、「あまりに刺激が

の研修など、多岐に及ぶ

強すぎたかと、このときばかりは不安に思った」と引率した松本さんは当時を振り返

えん げ

る。
また、自ら手を挙げ志願したが、泊まりや訪問の経験がなく、新しい小多機で利用
者にどのように接していいか分からなかった武丈の里のスタッフたち。利用者とちゃ
んと関わりができていれば、泊まりだって、その延長にすぎないので大丈夫よとアド
バイスを受けたものの、まだまだ不安でいっぱいだった。
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最初のころはまだ利用者が少なく、訪問も少なかったのでそれでもなんとかこなし
ていけた。泊まりも経験したたことがなかったが、課長にお願いし、スタッフ２人
ずつ（通常は１人）で泊まらせてもらい、この利用者はだいたいこの時間に寝るとか、
感じが少しずつつかめてきた。
初めてのことだらけのなかで、スタッフたちのこわばりが本格的にほぐれはじめる
ブレークポイント。それは、常に見守りが必要で、いやが上でも臨機応変に対応して
いかなければならない、難しい利用者の出現だった。重度で、弟さんが世話していた
が弟さんも認知症が進み、今度はおいっこさんが戻ってきて看ていたが、それでも常
時、見守りが必要な男性利用者。娘さんが看ているが、妄想があった時期もあり、そ
の場その場で、考える間もなく臨機応変に対応しなければいけない 98 歳の女性利用
者。１人として同じようなケースがない利用者たちに対し、考える間もなく訪問を重
ね、その場その場で試行錯誤を重ねるなか、いつしかスタッフたちの硬さがとれていっ
た。「難しい利用者さん一人ひとりにきちんと向き合うことで、別の方に応用できる
力が付く」と小多機のモデルとなった「宅老所」の関係者がよく言う言葉がある。武
丈の里のスタッフ
（現在８人）
は、難しい利用者一人ひとりに日々、必死で向き合うなか、
臨機応変に対応できるスキルを培ってきたのだろうか？
注９）夜間は泊まりのス
タッフとは別に当番のス
タッフが専用携帯を持ち
帰り、利用者に対応する

ところで、時には深夜にも発生するタイムリーな訪問注９）をはじめとするハードそ
うな業務。スタッフの方々は大丈夫なのだろうか？

心配になり尋ねると、「ははは、

700 回を超えてますね（笑）」と高橋さん。負担感について聞くと、「ないです」と即
答。「武丈の里はスタッフの表情がいいので、訪問回数があっても大丈夫」とＪＡ愛
媛中央会福祉アドバイザーの松本さんは語る。
（６）視察先から取り入れた優れたケア空間
ケアづくりと同じく大切なのが、環境だ。前述した先進地視察の視察先は、スタッ
フたちが固まった岡山県倉敷市の小規模多機能ホーム「ぶどうの家」の他、県内松山
市の宅老所「託老所あんき」、岡山県瀬戸
内市の小規模多機能ホーム「縁路香」など、
知る人ぞ知る屈指の事業所ばかりである。
また、武丈の里の建物の設計にあたり、建
築センスに長けた託老所あんき代表中矢暁
美さんにアドバイザーになってもらうこと
もできた。
高橋さんたちスタッフは、託老所あんき
を訪れた際、介護施設にありがちな “ 臭い ”
がないのはいいなと思い、あんきに設けら
れていたトイレ─脱衣所─浴室が連続した
水回り（中矢代表が「ちょい手間はぶく」
と呼ぶ）を一番に取り入れてほしいと希望
した。トイレで利用者が衣類を汚してしまっ

トップライトのある勾配天井による開放的な空間
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※視察先の託老所あんき（松山市）から学んだトイレ─脱衣所─浴室が連続した
水回り空間。トイレで失敗した利用者の体面を保つことができ、汚れた衣服をぬ
れ縁に出せるため臭いがこもらない

ても、脱衣所と連続したぬれ縁にすぐ出すことで、施設内に臭いがこもらず、本人は
浴室で体を洗い、何事もなかったかのようにみんなの所に戻ることができる。
また、家族をはじめいろいろな人が立ち寄ってくれやすい場所になってほしいとの
思いから、介護施設らしくない明るい雰囲気の室内にしたいと、あんきのトップライ
トを伴う勾配天井が設けられた開放的な空間、地域に開かれた玄関スペースのデザイ
ンも併せて取り入れた。勾配天井の空間は、上部に強力な空調設備を設けたのと同時
に足元からやさしく温める床暖房を採用し、室内気候に配慮した。
注 10）生活リハビリ（生

そして、もう一つ、ぶどうの家に行ったときに３人が衝撃で固まったあの “ 畳スペー

活リハ）：生活リハビリ

ス ” も取り入れることに……。「畳で大丈夫な人は大丈夫なんです。本当にごろんて

テーション（生活期リハ

なりよるんですよ。おかしいぐらい。起き上がるときも自分でこうゆっくり。こける

ビリテーション）の略語。

なと思う人はゆっくり立つし」。畳だと利用者は家のようにごろんとでき、立ち上が

特定の定義はなく、理学
療法士の三好春樹氏の講
演活動などを通じ、全国

るときもゆっくりなので、何かのときはスタッフが駆け付けやすい。「転倒のリスク
は本当に少ないんです」と高橋さんは語る。

の介護施設や養護老人

武丈の里では、極力、手すりやシルバーカーは使わない。利用者が自宅で柱やふす

ホームへ広まった。急性

ま、家具などを伝って歩く環境に合わせ、生活リハビリ注 10）を促す空間づくりとなっ

期、回復期、維持期とい
われるリハビリテーショ

ている。だが、脚が不自由な人がいたり、キッチンから料理を配膳しやすいこともあり、

ン医療の流れのなかで、

畳の部屋の前方には椅子に腰かけるテーブルコーナーを設置。最初、離れていた畳の

維持期のリハビリテー

たまり場とテーブルのたまり場は、２つに分かれているよりも１つになった方が楽し

ションを生活期リハビリ

いからなのか、いつの間にか合体し、武丈の里のコミュニティーの中心となった。開

テーションと呼び、老化
や手足のマヒなど障害、

放感があり、明るい雰囲気の畳＋テーブルコーナーでは、調理スタッフが農産物直売

慢性疾患がありながらも

所「水都市」などで買い付けてきた地場産の新鮮な野菜や米、味噌などを使った、手

残った機能を活用し、そ

作りのお昼がふるまわれている。武丈の里の味噌汁は利用者たちの人気が高い。

の人らしい生活を手づく
りして、かつそれを支え

み

そ

また、武丈の里に隣接する「武丈の湯」の側には「地域交流室」というスペースが

るリハビリテーションを

設けられ、ＪＡ女性部員や助け合いグループなどにより定期的に “ ミニデイサービス ”

指す。（参考：『実用介護

が開催されている。ここにはしっかりしたキッチンが設けられ、本格的な料理を作る

事典』講談社、『日本大

ことができる。だが、このスペース、実は武丈の里の拡張機能を内包するスペースと

百科全書（ニッポニカ）』
小学館）

なっている。利用者や家族のニーズに応じて、通い、泊まり、訪問を自在に組み合わ
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せて適したケアを柔軟に生み出す
小多機は、取り組みのなかで、利
用者が徐々に重度化すると、泊ま
りが長期化し、スペースを占有す
る方が増え、新しい方が受け入れ
難い状況になりがちなため、住ま
い機能であるグループホームの需
要が高まる。現在の利用者のニー
ズや状態に応じ、柔軟で臨機応変
な対応をするだけでなく、長い時
コミュニティーの中心となっている畳＋テーブルコーナー

間軸を踏まえた利用者のニーズや
状態の変化に対し、施設にも変化
への柔軟な対応や拡張性が求めら
れる注 11）。

注 11） 武 丈 の 里 の 建 設
費は約 8000 万円（地域
交流室部分を含む）。う

４．取り組みの成果と課題

ち、 共 済 連 か ら 約 2000
万円の補助金を受けた

開業から１年と５カ月が経過し
た 2017 年 12 月 16 日、 Ｊ Ａ 西
条武丈の里は松山市内で開かれた
家族や地域に開かれた玄関スペース

2017 年度ＪＡグループ愛媛介護

事例報告会において、「『自分の家で自由きままに暮らしたい』～一度切りの人生楽し
まなきゃ損、損～」と銘打ち、妄想のため夜、眠れず、深夜も訪問して支えたＯさん
注 12） 第 ５ 回 目 を 迎 え
る同報告会は、年を重ね
るごとに発表の質が向上
し て き て お り、2017 年

の事例について報告注 12）した。
武丈の里の報告が終わると、審査員の１人である託老所あんきの中矢代表から、
「小
規模多機能の制度に関わった中矢としては、飛び上がるほどうれしかった」「小規模

度は県内８ＪＡの報告が

多機能型居宅介護としての正しい取り組みができている」「（こういう取り組みは）全

なされた

国にはほとんどありません」と高い評価がなされた。
また、審査委員長を務める西条
市人権教育課課長の近藤誠氏から
は、「小規模多機能の本来あるべ
き姿である、本人に合わせるケア
を一生懸命しようとした」とのコ
メントが寄せられた。ＪＡ西条武
丈の里の取り組みはこのように審
査員の高い評価を得て、同年度の
最優秀賞に輝いた。
取材していて、スタッフ間の良
い空気感がそこはかとなく伝わっ

クリーン活動の日～ボランティア（地域）の方々や利用者た
か とう たく

ちと加藤 拓 介護福祉課課長（前列左）
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てくる武丈の里。間違いなくハー
ドワークなのに、どのスタッフも
どことなく楽しそうに見える。事
例報告会の仕掛け人、ＪＡ愛媛中
央会福祉アドバイザーの松本さん
が言う「利用者さんが変わること
によって得られる手応えは、必ず
次につながっていく」ということ
なのだろうか？

主体的な学びの

意欲を持ったスタッフが、実践の

植え付けや収穫も行う敷地内に設けられた“プチ畑”

なかで試行錯誤を重ね、利用者や家族を通じその成果が確認できるサイクルにおいて、
一歩一歩、成長しているように感じられた。
さて、いくら良い取り組みであっても、事業的にうまく回らないとその継続は難し
い。現在、登録利用者数 20 人という人数を目標に設定し、武丈の里を切り盛りする
ＪＡ西条介護福祉課の加藤拓課長。要介護３以上になると、利用者が施設などに入所
してしまうことが多く、本人が在宅での生活を断念せざるを得ないだけでなく、事業
所にとっても収益が大きく落ち込んでしまう。加藤課長は、でこぼこはあるものの去
注 13） Ｊ Ａ グ ル ー プ 愛

年と比べ今年は登録利用者数が安定し、採算ラインまでもう一歩だと語る注 13）。

媛では、小多機の運営面

最近、お孫さんが出産のため、前

で、重度化するともう無

出の 98 歳の利用者が１カ月連続で武

理だからと家族が利用者
を施設へ入れてしまっ

丈の里の「泊まり」
を利用した。頑張っ

た り、 泊 ま り の 利 用 を

て支えている娘さんと利用者に接す

限度いっぱいまでしてい

るうちに、「最後まで看てあげたいよ

るが、介護度３以上にな

ね」という気持ちがスタッフたちに

ると、利用者が全部施設
に行ってしまうといった

芽生えつつある。「看取り」ができる

「トンネル事業化」と呼

ぐらいでないと経営が難しいといわ

ぶ状況に直面している

れる小多機。安定した経営を目指す
上で、取れる加算は取りつつ（取得
可能な未取得加算を申請すれば黒字
に転化）注 14）、看取りをも視野に入れ、

注 14） 加 算 取 得 状 況
（2018 年 ８ 月 末 現 在 ）：

中重度になっても粘り強く在宅生活

初期加算、認知用加算Ⅰ・

を支えられるよう一層の力を付ける

Ⅱ、看護職員配置加算Ⅰ、

ことが、次なる課題となっている。

総合マネジメント体制強
化加算、介護職員処遇改
善加算、（訪問体制強化
加算は取得準備中）

武丈の里のパンフレットより
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５．考察～難しい利用者を受け入れ、一人ひとりのニーズに合わせてサービス
をつくっていくＪＡ西条の小多機「武丈の里」の取り組み
今回の取材を通じ、浮かび上がってきたＪＡ西条の小多機「武丈の里」の取り組み
の主な特徴を整理すると以下のようになる。
●

妄想などの行動・心理症状（BPSD）が著しく、常時、見守りが必要な認知症の方など、
他の事業所では断られる可能性のあるケアが難しいケースの利用者を分け隔てなく
受け入れている。

●

要支援や要介護度の枠はひとまず置いておいて（要支援や要介護度に基づき通所を
○回、訪問を○回と考えるのではなく）
、利用者や家族が在宅で暮らしていくのに
必要となるサービスを通い・泊まり・訪問を柔軟に組み立て、臨機応変（タイムリー）
なケアを行う。

●

ＡＯＳなどの活用により利用者の今（脳の状態）について推測し、しっかりした看
護師（スタッフ）により認知症の診断や投薬に問題が多い医療との連携を図る。

●

家族を介護の枠の外にせず、チームの一員となるようあらためて促し一緒に支える。

●

利用者一人ひとりが持つそれぞれの地域とのつながりを発見し、そのつながりが乏
しくならないように支えたり、必要に応じ、地域の人の助けを借り一緒に支える。
利用者の社会関係に踏み込むソーシャルワークをも担う。

ＪＡ西条による武丈の里の取り組み最大の特徴は、既存サービスに見られる通所
が何時から何時までが週○回、訪問○分が○回というように、あらかじめ決められた
サービス枠を組み合わせて利用してもらうのではなく、ニーズに合わせて柔軟にサー
ビスをつくりながら、家族や地域とつながり支えようとするものである。
高橋誠一氏（東北福祉大学教授）は、「小規模多機能型居宅介護とは何か」（小規模
多機能ホーム研究会編『小規模多機能型居宅介護を成功させる方法＜ＣＬＣはじめよ
う！シリーズ９＞』ＣＬＣ）のなかで、「宅老所を『通って、泊まって、自宅に来てく
れて、いざとなったら住むことのできるところ』と呼んで、それを多機能とする場合
が多いが、本質的には宅老所のサービスは個別のニーズに合わせてサービスを作って
いくことなのである。サービスが標準化されていると、利用者はその標準に合わせな
いとサービスを受けられない、あるいは我慢しなければならないが、宅老所ではケア
マネジメントとサービスが一体化していると考えられる」と、宅老所のサービスにつ
いて述べている。
用意されたサービスの型に生活を合わせることが難しい行動・心理症状（BPSD）の
著しい認知症の方などを受け入れてきた宅老所は、一人ひとりの利用者のニーズに合
わせ臨機応変で柔軟なケアを提供してきたものと考えられる。そして、宅老所をモデ
ルに制度化された小多機についても、型に合わせてもらうのではなく、事業所の側が
利用者のニーズに合わせて柔軟にケアマネジメントしケアを提供できるよう、制度化
が図られたものと思われる。
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ＪＡ西条による武丈の里が、高い評価を受けたのは、利用者ニーズに即した柔軟で
タイムリーなケアづくりが期待されながらも、なかなかそうなっていない小多機が多
いなか、難しい利用者を受け入れ、一人ひとりのニーズに合わせてサービスをつくっ
ていくことを軸に、家族や地域とつながり支える取り組みをしていることに対するも
のと思われる。

６．おわりに～ “ 一人をみる力 ” が土台となる小多機
現在、社会保障費抑制の観点などにより高齢者の「自立支援」、要介護状態の「重
度化防止」に関する施策が強化（「自立支援」は介護保険法の本来の目的であるが ）さ
れている。また、これまで要介護度の範囲のなかで利用者と家族の要望からケアプラ
ンが作られがちであった居宅支援事業を改善しようと、個々の利用者の生活などにお
ける課題に着眼・解決する本来の居宅支援事業とすべく転換が図られつつある。
本稿で取り上げたＪＡ西条の取り組みは、「一人をしっかりみることができないと、
たくさんの人をみることができない」と “ 一人 ”（の在宅生活）に対するアセスメント
を踏まえたマネジメントの思考が介護職に必要とされることを早くから見抜き、職員
への教育を行ってきたＪＡはが野（栃木県）やＪＡグループ愛媛の考えを継承するも
のである。ＪＡはが野、ＪＡグループ愛媛では、認知症の方の今を知るツールＡＯＳ
を “ 一人 ” を具体的にみる（ことを学ぶ）ツールとして用い、研修会や事例検討会な
どを通じ、ケアマネジャーだけでない介護スタッフ全体への見方や技術の浸透を図っ
てきた。
前述の 2017 年度ＪＡグループ愛媛介護事例報告会で、妄想があり、夜間の訪問を
要し、病院と薬を変えたことで落ち着いた O さんのケースを報告したＪＡ西条の発
表者に対し、
「病院が変わって、薬が変わっても、
（スタッフの）関わりは変わらなかっ
たか？」といった質問が会場の参加者から出された。発表者が「特に変わらなかった」
と回答したことについて、審査委員長の近藤誠氏は「基本的な関わり方がしっかりで
きているから、変える必要がなかったということです」とＪＡ西条への評価が感じら
れるコメントを寄せた。
この「基本的な関わりがしっかりできている」という審査委員長のコメントに、筆
者はＪＡ西条の取り組みは、その土台として “ 一人をみる力 ” が醸成されていること
を感じた。“ 一人 ” をしっかりみることは、一人ひとりの利用者のニーズに合わせて
サービスを作る小多機はもとより、介護事業全体の軸となる居宅介護支援事業をはじ
め、今後、通所事業、訪問事業など、すべての介護事業に不可欠となる。
厳しさを増す経営環境のなかで、２極化が懸念されるＪＡの介護事業であるが、組
合員の満足度、そして高齢化が進むが民間参入が少ない農山村をはじめとする地域の
ニーズや期待は決して小さくない。自立支援や個別へのマネジメントを踏まえたケア
が不可欠となり、地域包括ケアシステムの推進に伴い小多機などの地域密着型サー
ビスへの傾斜が高まるなか、“ 一人をみる力 ” を土台としたＪＡ西条の小多機「武丈
の里」の取り組みから学ぶものは多いものと思われる。
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※本稿執筆にあたり、ＪＡ西条生活福祉部介護福祉課加藤拓課長、小規模多機能型居宅介
護事業所管理者兼支援専門員高橋八弓様に多大なるご協力をいただきました。ありがとう
ございました。
ＪＡ愛媛中央会総合企画部黒河安徳部長、ＪＡ愛媛中央会福祉アドバイザー松本栄様に
は、ＪＡグループ愛媛に関する情報提供、取材セッティングなどについて大変お世話にな
りました。また、全国キャラバン・メイト連絡協議会におかれましては、行動観察方式Ａ
ＯＳについてご指導いただきました。感謝の意を表します。
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