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～高齢化、制度改正を含めた社会変容がもたらす地域での現状と
本当に必要としているサービスを考える～

①病院（急性期病院・回復期病院）は、医療制度に基づく経営の効
率化の観点から、平均在院日数の短縮化を図っている。

②病院を退院する高齢者の受け皿である療養病院や介護施設、
特養は絶対数の不足などにより満床であることが多くスムーズ
な入退院調整が困難なケースが多く見受けられる。

③医療機関を退院した高齢者の中でも経管栄養、IVH、酸素療法
等の医療依存度の高い患者の受入は施設（特養やその他入所
系施設）といえども困難ケースが目立つ。

病院や介護・福祉施設の現状

①地域の在宅ケア体制がまだまだ充分でない
（２４時間型の医師フォロー、訪問看護、ヘルパーの不足）

②末期がん患者等に対する終末期ケア、緩和ケアの受入先
が充分ではない

③在宅で看るには家族の介護負担が増す恐れ
（高：介護度、重：認知症など、老々介護、認々介護など）

④患者の自己負担が増加する懸念
（過剰な居宅サービス利用や投薬、通院の増加）

在宅の現状

施設の長期滞在が難しい 在宅では看れないケースが増加

高齢者の居住環境が変化し、中でも
医療依存度の高い要介護者が行き場を失うケースが増加

社会背景・ニーズ



前述した環境より、高齢者の増加は必然としても、既に八戸市内において８００床を
超える高齢者住宅が乱立している状態です。

地域の高齢者住宅市場では後発にあたる当法人では、国策や地域ニーズに向き合い

当法人が持つ医療資源をお使い頂き、医療を中心として在宅療養を支えるモデルが必要
と考え、価格競争などの消耗戦に巻き込まれないよう独自性を持った施設づくりを目指し
たものが、

■２４時間型の在宅療養支援診療所
■サービス付き高齢者向け住宅 ２施設の複合型施設を整備するカタチとなりました。

～私たちが目指すカタチ～



①医療を中心としたケア環境が安心の根拠となっております。
変化しやすい高齢者の管理は勿論、生活上の介護サービスにおいても医師の助言などを含め総合的に

関わっており、医療を身近に感じれる施設としました。
仮に高医療依存度や終末期の状態となってもお手伝いできるよう２４時間看護配置などの環境整備をして
おります。

②サービス付き高齢者向け住宅の認可が安全設計を後押ししております。
国の厳しい審査をクリアした面積基準、安否確認等の付帯サービス、明瞭な料金設定等により無認可住

宅と比較すると、より安全に快適な空間の提供が実現できました。

③新しい設備やシステムへのチャレンジが地域の未来創造に寄与すると考えます
１．サ高住と診療所の併設施設は八戸初

２．県内初導入、次亜塩素ナトリウムによる全館噴霧自動管理システム

３．遠隔情報管理システムによるリアルタイム対応の実現

IT技術の導入による迅速対応の制度向上、医師環境の向上

４．地域において、現存する医療機関、介護施設、居宅事業所との包括的な連携によって
多様化する利用者ニーズへの対応を目指しています。

抱え込みを防ぎ、多くのサービス提供者が関わることで利用者様の自由選択度を高めております。

新しい考えや仕組み、新しい技術や環境の構築による
チャレンジ精神で独自性を図りました。

～選ばれる施設となるために私たちがこだわったポイント～



遠隔情報管理システム

ポータブルX線撮影装置、エコー、心電図

自宅を
診療所に！

いつでもどこでも
手に取るように
状況把握

携帯型のX線撮影装置、超音波診断装置（エコー）、心電図を導入し、ご自宅での詳細検査を行うことがでます。
在宅にいながらも医師が診療所で診察している状況に限りなく近い状態を目指して整備されています。

往診などで医師が診療所を離れていても、医師の携帯する端末機械では
患者様の状態がリアルタイムに確認することが可能です。
日曜や祝日の休診日や夜間帯における医師の医院不在時での患者様への
対応環境が飛躍的に進歩致しました。

多くの医院では院長が夜間休日、孤軍奮闘してお
ります。

在宅医療が敬遠される要因の一つとも言えます
が、当法人ではこの情報共有システムを常勤医、非
常勤医チームで活用することにより、医師間の連携
を可能にし、医師個人の負担軽減に繋がるシステ
ムとしても期待しております。



▶ 次亜塩素ナトリウム自動噴霧管理装置 県内初導入

▶ 火災報知器連動型消防本部通報装置
市内初導入

Ｐｈ調整された次亜塩素ナトリウムを全館天井に設置さ
れた排出口より霧状に定期間隔で自動
噴霧されます。
机や床、食物に付着したウィルスや臭いの
原因になる菌の拡散を抑制します。
インフルエンザ・ノロウィルス・O-157・結核など
流行性の感染症に効果を発揮します。

異常発見による報知器の作動と同時に、
消防本部への連絡が自動で行われます。
高齢者の地震火災等の被害を最小限に
抑えるために、国が推奨する新たな仕組みです。
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業務内容 場所

① 訪問看護業務
併設施設・施設外一般家庭 ケアプランに沿った看護、

医師指示箋による医療行為

② 外来看護業務 当院・内科 注射、点滴、薬出し（院内薬局）

③ 往診帯同業務
市内、五戸町、階上町 経過報告、上申

採血、点滴等

パターン1 パターン2 パターン3 夜勤

8：30～9：00 Ａさんへ訪問

9：30～10：00 Ｂさん訪問

10：30～11：00 Ｃさんへ訪問

11：30～12：00 Ｄさんへ訪問

12：00～13：00 休憩

13：30～14：30 Ｅさんへ訪問

15：00～15：30 Ｆさんへ訪問

16：00～16：30 Ｇさんへ訪問

16：30～17：30 看護記録等

事務作業

8：30

内科外来勤務

12：00

12：00～13：00 休憩

13：30～14：30 施設外訪問

15：00～15：30 Ｂさんへ訪問

16：00～16：30 Ｃさんへ訪問

16：30～17：30 看護記録等

事務作業

8：30～9：00 Ａさんへ訪問

9：30～10：00 Ｂさん訪問

10：30～11：00 Ｃさんへ訪問

11：30～12：00 Ｄさんへ訪問

12：00～13：00 休憩

13：00
市内往診帯同

15：30

16：00～16：30 施設外訪問

16：30～17：30 看護記録等

事務作業

15：00 出社、申し送り

清拭、おむつ交換、食事介助
経管管理、投薬管理

20：00 夜勤者夕食

翌日投薬準備
各種記録、事務作業

0：00
仮眠・休憩

2：00
コール対応（必要に応じ）

5：00 起床対応

7：00 食事介助

8：30 申し送り

9：00 退社

※往診帯同では運転業務があります。
※施設外の訪問看護は社用車を使い運転していただきます。

※同時間間隔で早番があります。
※夜勤は介護職員1名との2名体制です。



現在お勤めの方は基本的に現状年収を保証し、協議させて頂き
ます。

休職中の方はブランク等を考慮し、当社規定額を提示致します。

給与構成 【通常】 基本給 ＋ 通勤手当 ＋ 夜勤手当
2,000～11,300 7,000

【対象者】 住宅手当 扶養手当
10,000 第1子 5,000 第2子 5,000 第3子 6,000

□早番 7：00～16：00 □日勤 8：30～17：30 □夜勤 15：00～9：00
□賞与年2回 年間平均3.5倍
□退職金制度有り（満3年間在籍より）
□健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険加入
□有給休暇・冠婚葬祭特別休暇・産休・育休・介護休暇（採用時から使用可能）
□産前、産後、介護中の短時間労働制有り
□インフルエンザ等感染症感染時の休暇指示（有給）
□制服貸与、シューズ代支給
□職員駐車場有り（無料）
□職員食提供（昼食350円） 夜勤夕食・朝食（無料）
□スキルアップ応援制度（希望研修の参加費、旅費、宿泊費支給）
□勤務表作成時の希望休反映
□休日カレンダーによる週休2日制（1ヶ月168時間程度）
□夜勤 月4回程度



□定員 40名

□ベット区分 一般 24床
医療管理 16床

□入居者数 39名（入居率97.5％）

□平均年齢 86.6歳

□平均介護度 3.62

□医療管理ベットの入居者状況
経管栄養（経鼻、胃ろう）、喀痰吸引
パーキンソン等特定疾患、透析、CVポート
気管切開、人工肛門

□開業から現在までに終末期ケアからのお看取りを
２０件弱させていただいております。

要支援2
3% 要介護1

10%

要介護2
10%

要介護3
15%

要介護4
26%

要介護5
36%

□入居者の介護度割合

平成27年5月1日現在



高齢化が進み、医療介護施設に求められるニーズも変化して
います。

在宅医療・介護は今後、重要度を増すと予測されます。在宅医
療は患者様に「時間と気持ち」を充分に使います、故に看護師とし
てのスキルを存分に発揮できる場所でもあります。

メディカルフロンティアはあらゆるケースに対処できるよう医
師、ヘルパー等、組織は小さいながらもチームで協力しながら誠
実に患者様と向き合う方針です。

職員が共に気づきながら、共に学びながら夢を叶え成長できる
企業を目指しております。

是非一緒に働けることを願い、会社概要と募集要項のご説明と
させていただきます。


