report 企業紹介

特別・特定医療法人社団 松涛会
社会福祉法人 松涛会

松涛会グループ

医療・介護・福祉を一体にした
高齢者ケアを、他に先駆けて展開

◎はじめに
高齢人口の増加に対応し、既存の病院を中核
に、療養病棟、老健施設、グループホームなど
の施設を新設し、これを包括的に運営する病院
の経営スタイルが増加している。
その先駆けともいえるのが、安岡病院を中核
に、高齢者の医療・介護・福祉を一体して展開
している松涛会グループだ。下関市郊外の響灘
を望む約 5,000 坪の広大な敷地に中核施設を構
え、昨年 10 月には下関市内彦島に、高齢者ケ
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藤

正

樹
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ア事業の集大成とも呼べる複合型老人福祉施設
「フロイデ彦島」をオープンさせた。

●グループ概要
本部所在地：安岡病院
下関市横野町3丁目16−35
職 員 数：約 650 名
事 業 内 容：医療、介護、福祉サービス
事 業 所：6 施設、27 事業所
（全て下関市内）
URL:http://www.syotoukai.or.jp

絶妙の役割分担で同グループを率いるのは、
斎藤正樹氏
（院長・理事長）
とその妻妙子さん
（施
設長・副理事長）だ。改正介護保険制度の施行、
医療制度改革関連法案の成立見通しなど、業界
への逆風が強まるなかで、二人の高齢者ケアに
対する情熱とフロンティア精神は、ますます旺
盛で、その輝きを増している。

●グループ沿革
昭和35年12月 斎藤医院開設（彦島）
昭和56年 月 安岡病院開設
昭和58年11月 医療法人社団松涛会設立
昭和61年 月 社会福祉法人松涛会設立
12月 「はまゆう苑」開設
平成 年 月 老人保健施設「コスモス」開設
月 「はまゆう苑 地域交流ホーム」開設
平成 年 月 ケアハウス「オリーブ」開設
平成 年 月 「はまゆう苑あやらぎ」開設
平成11年 月 痴呆性老人グループホーム
「わたぼうし」開設
月 安岡病院 緩和ケア病棟（ホスピス）
開設
平成13年 月 特定医療法人社団松涛会承認
平成14年 月 安岡病院 病院機能評価認定
（長期療養型）
平成15年 月 生活支援ハウス「ねぎぼうず」開設
平成17年 月 特別医療法人社団松涛会承認
月 真空低温調理セントラルキッチン開設
月 彦島内科移転開設（斉藤医院改め）
10月 複合介護施設「フロイデ彦島」開設

▲ 松涛会グループ中核施設
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◎ 米国視察の経験が高齢者ケアを自らの

◎ 振り返れば、医療・介護・福祉が一体

フィールドと定める転機に

となった郊外型複合施設になっていた

松涛会グループは、地域医療に携わっていた

斎藤理事長は昭和 56 年に地名を冠した「安

斎藤理事長が、いち早く「高齢者ケア」を自ら

岡病院」を開設し、高齢者ケアを本格的にスタ

の土俵と定め、昭和 56 年に安岡病院を開設し

ートさせた。当時の安岡地区は、人家が少なく

たことに始まる。以来、医療法人に加え社会福

海岸に近いなど、病院経営は難しいと誰もが思

祉法人を相次いで設立。お年寄りに係るサービ

うような立地条件であったそうだ。当時の風景

ス・施設などのソフト・ハード両面を順次拡充

から名づけたという「松涛」の名称が、これを

し、現在では下関市内に６施設・27 事業所を

如実に物語る。

有する地域の代表的な事業者に成長した。ここ

２年後の昭和 58 年には、医療法人社団松涛

で働く職員は約 650 人で、
入院・入所者約 600 人・

会を設立し、安岡病院敷地内に「老人保健施設

在宅サービス利用者約 3,000 人を擁する。この

コスモス」をはじめ多様な施設を開設・整備し

間、わずか 25 年とその成長ぶりはめざましい。

ていった。

院長で理事長も務める斎藤正樹氏は、昭和

さらに、北欧でナーシングホーム等を視察し、

25 年に山口県立医学専門学校（現山口大学医

「質の高い老人ケアを行うには、医療と福祉・

学部）を卒業後、山口赤十字病院に勤務し、昭

介護の連携が不可欠」と確信。医療法人設立か

和 33 年学位を授与される。昭和 35 年下関市彦

ら３年後の昭和 61 年、社会福祉法人松涛会を

島に診療所を開業したが、米国視察で見た印象

設立し、隣接地に特別養護老人ホーム「はまゆ

的な風景が高齢者ケアへ軸足を移す大きな転機

う苑」など介護・福祉施設の整備を進めた。現

となった。郊外に高齢者ケアの病院や施設が立

在では、医療・介護・福祉分野のほとんどの高

地している風景を見て、
「日本でもこうした時

齢者ケアサービスを網羅した施設群が、一つの

代が到来する」ことを予感したという。

コミュニティを形成している。

組織図

◎理念と特色
＜理念＞
●『医療・介護・福祉の
連携、地域との連携』の
推進により、心豊かな地
域社会に貢献いたします。
これは、斎藤理事長の、
時代の潮流の変化を捉え
る「経営者としての先見
性」と、質の高い医療・
介護・福祉を提供し、地
域社会に貢献したいとい
う
「医者としての使命感」
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から出たものだ。

②病院や老人施設特有の「におい」がない。毎

具体的には、
「医療・介護・福祉サービスの

日の清掃や換気、入所者の口腔ケアの徹底に

質の確保」と「癒しと安らぎの環境づくり」を

より、薬品等やお年寄り特有の臭気をなくす

施設運営の両輪と位置づけ、次のような目標を

ことに細心の注意がはらわれている。

掲げている。

③趣の違う「庭」が各所に設けられ憩いの場と

①高齢者のあらゆる状況に対処できること。

なっている。リハビリの一環として屋上に設

②地域の人々が集まる安らぎの場所を提供する

けられている園芸療法用の庭園、中庭のバラ

こと。
③医療・介護・福祉のあらゆる職種のスタッフ
がチームでアプローチできること。

園など
「緑と花」
に囲まれた療養環境といえる。
④花や多くの絵画が随所にさりげなく飾られ、
ピアノ（８台）も置かれるなど、
「家庭的な
雰囲気」が醸し出されている。

＜特色＞
●医療・介護・福祉施設の一体化

●施設の全面開放による地域交流
斎藤院長の運営方針の一つに「オープン化」

約 5,000 坪の広大な敷地には、療養型病棟、

がある。各施設は入所者のプライバシーを配慮

緩和ケア病棟（ホスピス）やリハビリセンター

したうえで、地域住民に全面開放されており、

などを有する病院、特別養護老人ホーム・介護

視察や見学にも積極的に応じている。老人病院

老人保健施設・ケアハウス・グループホーム、

のイメージを払拭し、新しい高齢者医療・介護

在宅サービスのデイケアなどが配置されている。

への理解を深めてもらいたいという斎藤院長の

注目すべきは、これらが二階の通路で病院とつ

方針によるものだ。

ながり、連携して機能するよう効率的に工夫・
配置されていることだ。
医療と介護サービスの連携は、利用者やその

視察・見学者は年間約 1,000 人にのぼり、各
人にアンケートを実施し業務の改善に役立てて
いる。

家族にとって安全・安心感があるため人気があ

また、平成３年には、入所者と地域との交流

り、経営面でも基盤の安定化に寄与している。

を積極的に促進するため、
「はまゆう苑地域交

●癒しと安らぎの環境づくり

流ホーム」を開設した。
「地域住民や各種団体

環境づくりの成果は、
「ゆったり」
・
「明るい」
・

との交流を通じて入所者に楽しく充実した時間

「清潔」
・
「緑」
・
「花」
・
「家庭的」
「芸術の香り」

を送ってもらいたい。
」という斎藤院長の強い

などのキーワードで表現できる。ここを訪れた

願いからだ。地域交流ホームは、ボランティア

人は誰でも、きめ細かで、さりげない配慮が行

の協力を得てイベントを開催するほか、地域へ

き届いていることに驚くとともに、従来の病院

の貸出、職員の研修やボランティアの宿泊所な

や老人施設のイメージを一新させられるのでは

どとして幅広く利用されている。

なかろうか。

●医療・介護・福祉分野の人材育成の一端を担

【具体的事例】

う

①各施設はゆったりしたスペースで、明るく清

高齢者を相手とする仕事だけに、人材育成に

潔感に溢れている。働いている人も、礼儀正

は特に注力している。
「利用者の個性にあわせ

しい。

た会話が必要であり、そのためには、趣味はも
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ちろん幅広く興味を持ち、自分自身を高めるこ

めざしている。
」
（斎藤理事長）そうだ。

とも大切です。
」と妙子さんは常にスタッフに

＜音楽＞

説く。

斎藤理事長はクラシック音楽に造詣が深く、

資格取得を奨励し、その研修に力を入れてい

ウィーンに 10 度も墓参に出掛けるほどのベー

るほか、年間数百人にのぼる医師や看護師・教

トーベンファンだ。好きな音楽を入所者や地域

育実習・ホームヘルパー養成も引き受けるなど、

の人々にも楽しんでもらおうと、フロイデ彦島

地域の医療・介護・福祉従事者養成の一端も担

に専用のホールを作った。演奏会を開いたり、

っている。

地域の人にも貸し出しを行っており、こうした
音楽の効用も見逃せない。

◎夫婦二人三脚による展開
＜先見性＞

＜内助の功＞
斎藤理事長の運営理念の実践に主導的役割を

斎藤理事長はこれまでの歩みを振り返り、
「時

果たしているのが、医療法人松涛会の副理事長

代の変化を読み、時代のニーズに的確に応えて

で特別養護老人ホームの施設長も務める、妻の

きた。
」ことを成長の最大のポイントに挙げる。

斎藤妙子さんだ。女性ならではの感性で斎藤理

「金儲け主義ではうまくいかない。
」
とも断言する。

事長をしっかりと支えている。

近年、有料老人ホームの敷地内に診療所を誘

「全体のコーディネーター役ですよ。
」と妙子

致する等、医療と高齢者ケア施設との連携を密

さんは控えめだが、グループ全体の管理・運営

にする動きが目立ち始めた。これは、斎藤理事

の統括者として毎日各施設を回り、
「家庭的で

長が 20 数年前の米国・欧州視察で予感したと

安らげる環境づくり」に

おりの動きだ。

心掛け、施設の内外は妙

＜医療が福祉を補完＞

子さんの斬新できめ細か

安岡病院は、慢性期医療とリハビリに主眼を
置き、認知症患者に対するグループホーム、癌

な感性が見事に生かされ
ている。

患者に対する緩和ケア、神経難病対策を柱とし

例えば、緩和ケア病棟

ている。これらの医療・介護のノウハウを福祉

は、家具やインテリアに

分野にも注ぎ、
「自分が入りたい施設づくりを

家庭的なものを揃えるな

▲ リハビリテーションセンター
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▲ 斎藤妙子副理事長

▲ フロイデ彦島

ど、心穏やかに暮らせるよう細心の配慮がなさ

学大学院の大野教授が手がけた。全館バリアフ

れている。また、ボランティアや家族を交えた

リー、全室個室、そして災害時の被災者を受け

茶話会が毎週金曜日に行われ、家庭的なくつろ

入れる機能など、
「リゾート・ホテル」並みの

ぎの時間が演出されている。また、昨年西日本

設備といえる。入居者の意識とのミスマッチが

で初めて導入した病院の本格的な「真空低温調

心配されるほどだが、斎藤院長は「私のこだわ

理」のセントラルキッチンにもその配慮がみら

りです。
」と一笑に付す。

れる。食事の外注化が一般的となるなかで、あ

総投資額は約 12 億円。国・県からの補助金と、

えて外注化せず、１日 2 千食を自前で調理して

グループの医療法人、理事長個人の寄付金及び

いる。
「質の高い家庭的な食事を提供したかっ

借入金による。

たからです。
」と妙子さんは語る。

◎おわりに
◎二人の長年のロマンを結実させた
「フロイデ彦島」
グループ内の各職場では、
「あなたの喜びは
私の喜びです。
」と毎朝全員で唱和している。
この「喜び」を冠した施設が、昨年 10 月にオ

高齢人口の増加で成長が期待された介護業界
であるが、現在、介護施設や長期入院の高齢者
らが入る療養病床の運営病院に逆風が吹いてい
る。
給付費の抑制を狙った改正介護保険法が本年

ープンした複合型老人福祉施設
「フロイデ彦島」

４月から施行されたのに続き、2011 年度末ま

だ。

でに療養病床を 40％に減らすこと等を内容と

「フロイデとは独語で喜びを意味し、ベート

する、医療制度改革関連法案が今国会で成立す

ーベンの第九交響曲の『歓喜』より命名しまし

る見通しのためだ。この法案が成立すれば、病

た。入所者の喜びの場所にしたいのです。
」と

院の介護施設は老人保健施設、ケアハウスなど

斎藤理事長はいう。ケアハウス、グループホー

への転換を迫られる。医療法人の有料老人ホー

ム、デイサービスセンターなどからなるこの施

ム運営も認められるなど、医療と民間の境界が

設は、関門海峡を望む丘陵地にあり、斎藤理事

薄れ、高齢者ケアを巡る競争激化は必至だ。

長夫妻の高齢者ケアの取り組みの集大成ともい
えるものだ。

松涛会グループも影響は免れ得ない。他に先
駆けて医療・介護・福祉の総合サービス体制を

設計は、斎藤理事長の考えに共鳴した東京大

構築してきたが、今後はこの強みを生かしなが
ら、これまで以上に人材をはじめとするソフト
面の充実が必要となろう。
妙子さんの信条は「素直に」
、
「プラス発想で
考える」
、
「新しい喜びを得て、さらに増す」と
もいう。斎藤理事長との絶妙なコンビで、かつ
てない逆風をチャンスとし、地域の高齢者にさ
らに大きな「喜び」を与え、真に地域の一員と
なることを期待したい。

▲ フロイデ彦島

（有吉宏樹）
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