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2025年へ 4つのタイプを例示 
アウトリーチや認知症対応も

東　本日は 1月の日比谷公会堂で開催した緊急
全国集会でもご提言をいただきましたお二人の先
生を交えて「老健施設の未来を考える～未来型老
健のあり方とは～」をテーマに、お話をしたいと
思います。昨年5月のマスコミ・専門誌懇談会で、
「在宅復帰だけではない老健施設」と題する資料
を提示し、2025年の地域包括ケアシステムを見
据えて考えられるいろいろなタイプの「2025年
型老健施設」の私案を発表しましたが、これにつ
いてもご意見をうかがいたいと思います。
　平成18年度の介護報酬改定以降、在宅復帰の
機能をもつ老健施設が高く評価されるようになり
ましたが、全国約4,000の老健施設すべてがその
ような老健施設になることは非現実的でしょう。
いまだに終生入所中心の老健施設が多いことを考
えると、すべてが1つの方向に向かうのではなく、
いろいろな選択肢がなければ厳しいかなと考え、
私なりに道筋の例をあげてみました（右図）。
　1つは、いうまでもなく「在宅強化型」です。
これは老健施設に最も望まれている機能であり、
入院したとしてもすぐに在宅に戻されてしまう方
の受け皿として位置づけているものです。
　2つめは「看取り・医療特化型」。高齢化や重

鼎談 
老健施設の未来を考える 

～未来型老健のあり方とは～
中村秀一　　国際医療福祉大学大学院教授
栃本一三郎　上智大学教授　　　　　　　
東　憲太郎　全老健会長　　　　　　　　

度化が進んでいることから、老健施設でも看取り
は増えており、こうしたターミナルケアに一生懸
命に取り組んでいる老健施設もみられます。老健
施設でも半分くらいの施設は看取りに取り組んで
います。また老健施設で看取られた方のご家族の
満足度が高いというデータも出ています。
　3つめは「アウトリーチ特化型」です。アウト
リーチというと、訪問看護、訪問介護、訪問リハ
ビリ等があげられますが、現在唯一老健施設に認
められているのが訪問リハビリです。老健施設の
管理医師は往診できませんし、老健施設の看護師
が訪問看護に行くこともできません。老健施設の
介護職が訪問介護に行くこともできないのが現状
です。
　ただ、このようなアウトリーチ機能を老健施設
にもたせることで現在不足している介護サービス
に対応できるのではないかと考えています。例え
ば24時間365日の定期巡回・随時対応型サービ
スがありますが、それに対応する訪問介護看護事
業所の数がなかなか増えていません。夜間に対応
できる人を常に雇うことは難しいからです。しか
し、老健施設には夜勤当直の職員がいるのですか
ら、もし夜中にニーズがあれば老健施設の看護師
や介護職が訪問してもいいのではないでしょうか。
昨年の社会保障審議会介護給付費分科会でも発言
しましたが、老健施設にもこうしたアウトリーチ

の機能をもたせることで、地域包括ケア
システムに寄与できると考えています。
　4つめは「認知症対応特化型」です。
うちの老健施設ではBPSDが重度に
なったときの対応が得意だとか、認知症
リハを一生懸命やっているとか、アルツ
ハイマーカフェを運営するなど認知症対
応に特化した老健施設があってもいいの
ではないでしょうか。認知症に対する課
題は山積しており、ここでも老健施設が
寄与すべきではないかと考えています。
　話題は変わりますが、現在リハビリが
必要な方は、急性期病院から回復期病棟へと流れ
ています。しかし私は、認知症を合併した高齢者
は、急性期病院から老健施設に移ったほうがいい
と考えています。回復期病棟よりも老健施設のほ
うが圧倒的に介護のマンパワーが多く、認知症を
合併した80、90歳代のお年寄りにとっては、機
能訓練型のリハビリよりも、スローテンポのリハ
ビリのほうが合っていると思います。加えて、老
健施設には認知症短期集中リハビリという得意技

がありますので、急性期病院からの送り先として
老健施設をもっと利用していただきたい。
　また、全老健は昨年より「介護予防サロン」の
モデル事業を実施しています。これは介護予防と
してのサロンを老健施設で開いたらどうかという
提案です。
　先ほど4つのタイプを例示しましたが、これは
それぞれ独立したものではなく、在宅強化型で看
取りも対応する、在宅強化型で認知症対策も得意
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化し、住民のニーズも変わってきたということで
す。地域包括ケアが提案され、高度急性期から在
宅まで切れ目なくサービスを整えることが医療や
介護の改革の方向になっています。こうしたなか
で、老健施設としての機能をもう一度再定義して
いこうというのが東会長の提言だと思います。
　私が厚労省で2005年の介護保険法改正を担当
したときには、10年後をめざしました。2015年
は団塊の世代が介護保険の第1号被保険者になり
きるときで、その時点のあるべき高齢者介護の方
向性を提案しました。その際も、地域包括ケアと
いう言葉も入れましたし、さまざまなサービスを
地域で取り組んでいくメニューを盛り込みました。
地域密着サービスやグループホーム、小規模多機
能などを地域で展開していくが、対応が困難に
なったときは多くの資源を抱えている老健施設や
特別養護老人ホームがバックアップとして機能を
発揮することを考えていました。
　さらに、1990年にゴールドプランをつくった
ときは、措置の時代だったため役所がサービスを
決定しました。その際に役所の敷居も高く、市町
村には医療介護の専門家もいないため、住民が相
談できる在宅介護支援センターをつくりました。
2000年までに中学校区に1か所、全国で1万か
所の設置を目標にしましたが、どこに置くかを議
論したとき、24時間開いていて専門職がいる特
養、老健施設、病院にしようとしたことを思い出
します。
　認知症については、予備群も含めると相当な数
になっており、65歳以上の4人に1人は認知症
対策のカテゴリーで、要介護認定を受けている人
の過半数が認知症の症状があるという話なので、
認知症にも対応しなくてはいけない。
　そうなると、東会長の話にあった従来の老健施
設がめざす「在宅強化型」だけでなく、「認知症
対応特化型」や「アウトリーチ特化型」も必要だ
ということが考えられます。老健施設が訪問リハ

ビリしかできないというのはもったいない話です
し、合理的な提案だといえます。認知症はあらゆ
る社会資源を使って対応しなくてはならない。
　加えて、老健施設は医師が常駐しているので、
医師に活躍していただく。そういう意味では、
「看取り・医療特化型」はお手のものでしょう。
　老健施設がつくられたときの基本は在宅復帰支
援ということでした。しかし、他の社会資源が
整ってきて、そうした社会資源と連携できること
を考えると、老健施設の役割をもっと見直してた
くさんの役割を果たせるようにしていこうという
のは、非常に結構な話だと思いました。

施設・在宅の二分法は意味ない 
新たな地域包括ケアでの役割を

栃本　中村先生から老健施設創設時の話があり
ましたが、最初の頃の議論は健康福祉施設構想で
した。健康福祉施設構想のコアの部分は老健施設
だったと思います。いまから考えると、健康福祉
施設はいい言葉だったのではないでしょうか。
　もう1つは、これまで施設か在宅か、施設サー
ビスと在宅サービスといった議論があり、施設か
ら在宅へ、在宅サービスの充実とうたってきまし
た。しかし、地域包括ケアシステムの展開のなか
では、従来の施設か在宅かという二分法は意味が
なくなった時代になってきていると思います。
　こうしたことを踏まえ、東会長からお話があっ
た2025年型老健施設の私案は、中村先生が内閣
官房で社会保障改革担当室長として関わられた社
会保障・税一体改革の医療・介護の改革シナリオ
とフィットするかたちになっていると思います。
改革シナリオでは、現在の介護保険3施設という
類型ではなく、介護療養型がなくなります。当然
のことながら新たな地域包括ケアシステムのなか
で介護療養型が切り替わるかたちで老健施設の役
割となるため、そのための見取り図が、東会長の
私案だと思います。

　特養はどうしてもケアのほうに特化したかたち
になりますが、老健施設は医療法人が多いことか
ら日進月歩する医学技術を学び続けるドクターが
トップである持ち味があります。これは地域包括
ケアシステムのなかの安心のネットワークになる
ための大きな条件だと思います。
　同時に、これから介護や看護を支える人材を大
切にしなくてはなりません。若い人たちだけでな
く、中高年の人たちもできるかぎり長く働いてい
ただく。もしくは職場に復帰してもらう。そう
いった場合、トップがドクターであるということ
と、PTやOT、STをはじめ、他の国家資格を
もった専門職が多く配置されていて、その人たち
との共同作業で仕事をしているのが老健施設です。
　多職種連携の方法論をもってはいても、大学や
大学院だけで人材育成を行うのは非常に難しいと
ころがあります。人材育成や地域の人材のコアを
つくり出すセンターという意味からも、老健施設
と協力していけると、地域における人材がいいか
たちで育成できると思います。
　中村先生はかつてスウェーデンに一等書記官と
して赴任されていたと思いますが、日本の地域包
括ケアシステムとスウェーデンにおけるシステム
とは違います。日本は市町村に国家資格を持つ専

だなどいろいろな組み合わせがあると思います。
　そして、認知症高齢者に対するリハビリや介護
予防サロンの運営も手がけることで、老健施設と
していろいろなかたちでの社会貢献ができるので
はないでしょうか。

厚労省は「在宅強化型」の方向 
環境やニーズの変化で再定義

中村　老健施設は看護や医学的管理の下で介護
や機能訓練、そのほか必要な医療や生活上のお世
話をして、居宅における生活の復帰をめざす施設
のため、「在宅強化型」が従来のめざされてきた
老健施設の姿だといえます。
　1987年に老健施設が創設されましたが、当時
から「中間施設」といわれ、家庭に帰る中間であ
り、医療と福祉の中間で重要な機能を果たしてい
ただこうというものでした。在宅復帰・在宅療養
をするための重要な拠点とし、リハビリを提供し、
機能維持改善をめざす施設ということで、厚労省
も在宅強化型老健施設などの方向で取り組んでい
ます。
　老健施設も経験を積み重ねてこられましたが、
東会長がいわれるように、いろいろな機能が期待
されるというのは、介護や医療をめぐる環境が変
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門職がいませんので、日本流の地域包括ケアシス
テムをつくるというのであれば、老健施設は市町
村を超えた拠点になるのではないでしょうか。

老健施設も「地域完結型」へ 
役割・機能の共有が必要

東会長　私案で提唱した未来型の老健施設を進
めていくためには、どのような障壁や問題が考え
られますか。
中村　老健施設はもちろん単独で運営している
ところもありますが、多くのところは医療法人が
運営し、いろいろな施設をもつなかの1つだと思
います。また社会福祉法人でも運営しており、そ
こでは特養をはじめ、福祉系の訪問・通所のサー
ビスも持っています。老健施設単独で考えるので
はなく、いろいろなサービスとの組み合わせを考
えるべきです。
　老健施設が誕生したときは、世間には特養と病
院しかなく、在宅サービスは制度的にはありまし
たが、まだ緒に就いたばかりでした。各在宅サー
ビスは老健施設や特養に付いていただけでした。
　それが現在まできて、まだまだといわれますが、
相当の介護サービスが揃い、ツールが整ってきま
した。もちろん1つの大きな経営主体が全部の

サービスをもっていれば同一グループのために1
つの命令系統でスムーズにできるメリットはあり
ます。しかし、そのようなパターンだけではなく
他の経営主体がもつたくさんのツールもできたの
ですから、みんなで調整していかなければいけな
い。それが連携だったり、ネットワークだと思い
ます。
　病院にしても施設にしても重装備であるだけに
自己完結的になりやすい。受け入れて在宅復帰に
つなげる流れはありますので、あえて、みんなと
組まなくても自己完結でできた面があります。し
たがって、どちらかといえば、地域での連携や協
働の機能は弱いのではないでしょうか。いまや
「病院完結型」から「地域完結型」へといわれて
います。このことは、病院だけではなくて老健施
設や特養についてもいえることです。今後は、や
はりみんなと組んで協力していくことが大事にな
ります。そのときにいままで以上に老健施設が地
域に出て、地域から呼び込むような運動をしない
といけない。
　制度的にもさまざまな障壁はあると思いますが、
在宅支援やターミナルまで対応するといったとき
には、在宅にいる高齢者に対してのターミナルの
場合は老健施設の医師にきてもらうとか、老健施
設で預かってもらうといった往復運動をする必要
があります。日ごろから付き合いがあって、信頼
関係ができていないと成り立ちません。
　老健施設だけに注目していろいろな絵が描けま
すが、それがみんなとつながらないといけません。
全老健としても地域包括ケアのなかに出てくるつ
もりでしょうが、積極的に展開していただきたい
と思います。
栃本　サッカーの話で例えますと、どんなに優
れた選手がいたとしても、全員で自分の役回りを
共有していないと試合では絶対勝てません。
　その意味で中村先生が指摘されたように地域包
括ケアシステムのなかで大きな法人が自分たちだ

けで複合経営をしているだけではなく、それぞれ
自分たちの法人グループも含め、自分たちの地域
に合った役割・機能をみんなで共有する必要があ
ります。ただ問題は老健施設だけが自分たちの事
業者単位だけで考えていたら、連携がとれないた
めに結果的にはうまくいきません。地域社会でそ
のような基盤を関係者とつくることも老健施設の
役割ではないでしょうか。

地域と連携を図ることが大切 
グループ内に埋没してはいけない

東　お二人の話をきいて、私からも現実的な問
題点をあげたいと思います。例えば急性期や回復
期、療養型などの医療系施設を持ち、かつ老健施
設も運営しているところも多いでしょう。しかし
老健施設をグループの一員として位置づけ、グ
ループに便利な施設として運営していては、老健
施設の機能は果たすことはできません。グループ
の一員ではあるが、老健施設として在宅支援とい
う本来の機能をもたせるように組織のトップが考
えるべきです。老健施設を地域に開かれ地域と連
携を図るための施設と位置づける考えをもてなけ
れば、これは大きな問題です。
　他方、単独型の老健施設にはまったく逆の発想
があります。自分たちは単独だから、周りにサ
ポートしてくれる医療機関がないから、特養のよ
うになるしかないという発想です。残念ながら、
営業に行かず、地域との連携もしないで固まって
しまう施設があるのです。老健施設とはどうある
べきかを考えることができない。それもある意味
では障壁だといえます。
　私が施設長を務める老健施設では、支援相談員
に営業に出ろといっています。近くの急性期病院
や回復期病棟、居宅介護支援事業所に行って、
「看取りもショートステイもできますので、うち
を使ってください」と営業することから連携が始
まると思います。

　最初はうまくいきませんが、そこから始めるこ
とが必要です。単独型ではできない、併設型では
やりにくいというのではなく、殻を破って取り組
むことが重要です。先生方が指摘されたようにグ
ループのなかで老健施設だけがそうなりたいと
いっても、グループ内の医療機関やトップである
理事長が、そんなことをやらなくていいという場
合は多いようです。
栃本　通常は自分のグループ内で回すことでト
ランザクションコスト（取引に伴う費用）が少な
くなるからいいということになっていますが、実
はトランザクションコストを下げることは情報の
移動量が少なくなるため、変革が起きにくくなり
ます。むしろトランザクションコストを軽減する
のではなく情報量を増やし、他者から学び他の機
能を活用する形になると組織が強くなります。最
初はうまくいかないですが、それを乗り越えたと
きに組織は非常に成長します。その意味で、自分
たちのグループ内で足りるとしても、他法人との
関係をわざと取り結ぶ形で鍛えあげることが逆に
必要だと思います。
　もう1つは政府の成長戦略として介護分野が期
待されています。20数兆円の規模になりますが、
それを考えると自分たち単体やグループだけの仕
事では、成長戦略のなかで大きな役割を占める形
にはなりません。
　また、介護分野の領域に希望をもたせなければ
いけない。それは目にみえる形として、当然地域
社会のなかでもみせることが大切だと思います。

「外付け」機能の発想が必要 
流れをつくる原点の確立を

東　私たち介護の世界で働く者に希望をもたせ
ることも重要ですが、国民にも希望をもってもら
うことが大切です。地域包括ケアシステムといっ
てもその意味をきちんとわかってもらえているの
でしょうか。高齢化がこのまま進むと年金がもら
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えるのか、介護保険は崩壊しないのか、医療体制
は安心できるのかなどいろいろな不安を国民は抱
えています。
　こうしたなかで、年老いて1人で家にいても、
近くに頼れる老健施設があることが、不安を解消
するための方策の1つになるのではないでしょう
か。何かあったときには老健施設が相談にのって
くれる、不自由な体になったときにも老健施設が
支えてくれる。もし病気になって入院したとして
も、退院した後に預かってもらい、住みなれた自
分の家に帰してくれるといった施設があると、国
民の安心感につながると思います。
栃本　地域包括ケアシステムのなかで老健施設
はどのような機能が果たせるかということを考え
たとき、方向性としては機能に着目して外装化、
外付けすることが非常に大事だと思います。かつ
て在宅介護支援センターを考えたときも、外付け
の形でした。介護施設や病院には配置基準があり
ますが、これからはもう少し外付けの形の発想が
必要です。施設内にもPT、OT、STはいますが、
地域の拠点となるときにはそれを外付けサービス
になるような形にすれば、地域特性に合った柔軟
な地域包括ケアシステムになるのではないでしょ
うか。
　やはり入所サービスを受けている人のために配
置されている専門職をどのような形で、外で使え
るようにするかが地域包括ケアシステムのポイン
トになってきます。
　なぜかといいますと、スウェーデンと違って、
日本は自治体ではなく施設や病院に専門職がいま
す。このため、専門職の人たちに「自分たちは地
域の専門職だ」という意識をもたせることが大事
で、それが日本型の地域包括ケアシステムを成功
させる重要な条件だと思います。そのためには外
付けの形で強化すればスムーズな形で進むのでは
ないでしょうか。ただ、施設の配置基準で対応す
るとなかなか難しい。

　もう1つは、インクルーシブ（包括的）な地域
社会をつくるためにはソーシャルワークが重要に
なります。サービス付き高齢者向け住宅にしても
公営住宅にしても、高齢者だけでなくいろいろな
課題を抱えた人たちに対応する必要があります。
老健施設は地域のなかで取り組むとすると、ソー
シャルワークも外付けの機能として必要になって
いきます。外付けサービスの発想があると大分違
うと思います。
東　外付けサービスと関係しますが、先ほど触
れたように全老健では「介護予防サロン」のモデ
ル事業に取り組んでいます。PTやOT、看護師
や介護福祉士は認知症や身体能力について詳しい
専門職ですが、そうした人たちが、老健施設で夕
方のデイケアが終わったあとの18時から19時の
1時間だけでも、地域の人と病気や健康などの相
談に乗ることが地域のよりどころになるのではな
いでしょうか。お金も大してかかりませんし、い
まある社会資源をできるだけ活用すべきだと思い
ます。
中村　まさに各地で取り組まれている認知症カ
フェや社会福祉協議会の「ふれあい・いきいきサ
ロン」などみんなが集まる場所を提供する役割が
大事だということです。東会長がいわれた地域の
人にとって老健施設がいつでも使えて頼りにされ
ることが大切だと思います。
　その意味で「2025年型老健」の図をみますと、
医療機関や在宅から老健施設に来て、また在宅復
帰するという流れができていることが重要です
（右図）。流れているから隙間もあるし、いざと
いうときに即座に対応できます。流れがあるから
誰が入ってくるかわからないという意味でも、そ
うした人たちに対して事前に訪問に行くとか、家
に帰った人に訪問に行くとか、まだ施設に入った
ことはないが通所で来るとかアウトリーチについ
ても流れがあるため、乗せやすいというのがあり
ます。

　老健施設は、特養にはない流れをつくるという
原点を確立して取り組めばいいと思います。

いろいろな利用の流れがある 
多様な機能を発揮していく

東　中村先生が老健局長時代に全老健の全国大
会で「特養は限られた人しか利用できないが、老
健施設はより多くの人が利用できるということを
アピールしたらどうですか」とおっしゃったこと
を思い出しました。まさしくそのとおりで、特養
は終生利用という1本の流れですが、老健施設は
いろいろな流れで利用でき、医療機関から入所し
て在宅へ帰ったり、在宅から入ってまた在宅へ
帰ったりというようにいろいろな流れがあります。
2025年に向け、老健施設の多様な機能を発揮し
ていかなければならない重要な時期に来ていると
感じています。
中村　 1つのエピソードとして聞いていただき
たいのは、社会福祉法人のなかでも老健施設を
持っている人たちとお会いするととてもいいと感
じます。なぜかといいますと、老健施設の施設長
はメディカルドクターとして老健施設で働いてい
ますが、社会福祉法人全体の医療面のコンサルタ
ントの役割も務めています。看護師もいますが、
困ったときに相談できる先生がいるのでそれがい

いかなと思います。
　2つ目は真面目によい介護をしていく
と、アセスメントが大事だという議論に
なります。いまのケアプランは自信がな
いとか、もっといいケアプランができる
のではないかなどの話になります。
　そこで、老健施設では2週間とか1か
月とか入所した人の24時間観察ができ
るため、生活パターンなどをみて退所後
のケアプランをつくることが考えられま
す。アセスメント機関として老健施設は
とても優れているのではないかという議

論をしている人たちがいます。いろいろな意味で
老健施設は活用されるべきだと思います。
栃本　2025年をめざして考えますと、先ほど述
べたように介護保険3施設は変わっていくことに
なります。そうなると老健施設に課せられた使命
はとても大きくなります。それに向けた作業も早
めに着手して介護療養型施設の無いなかでの1つ
のモデルを提示し、その上で東会長が説明された
ような2025年型老健施設について地域特性やそ
れぞれの施設が抱えている条件を考えながら対応
していく必要があると思います。
　先ほど流れの話が出ましたが、老健施設のソー
シャルワーカーは力があると思います。入院や退
所などの頻繁な移動や、他職種との連携もあるた
め、やはり力が必要です。他の専門職もそうです
が、老健施設は人材を鍛える場であり、育てる場
であると思います。しかも専門職のプロだけでは
なくて、先ほどの介護予防サロンの話がありまし
たが、これから介護予防・生活支援サービスが拡
充していきます。老健施設が直接対応するわけで
はありませんが、生活支援サービスを担うような
1つのきっかけになる可能性も秘めています。そ
うであってこそ地域のみなさんの老健施設という
かたちになるものと期待しています。
東　どうもありがとうございました。
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