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　第28回全国介護老人保健施設大会 愛媛 in松山（大会会長＝吉野俊昭全老健愛媛県支部長）が7月
26日から28日の3日間、松山市のひめぎんホール（愛媛県県民文化会館）をメイン会場に開催された。
「坂の上に輝く一

いち
朶
だ
の白い雲～超高齢社会のニーズに応えられる老健を目指して～」をテーマに、全国か

ら4,715名が集まった。今回の特集では、講演やシンポジウムの内容とともに、2つの市民公開講演、
参加者の声や、各会場の風景などについても紹介する。

介した。
　その上で吉野大会会長は、「愛媛大会に介護に
携わる大勢の人を迎えた。老健施設が地域包括ケ
アシステムの中心を担うにはどのような努力をし
ていけばいいのか。司馬氏の言葉を借りれば『自
らの目的を疑うことを知らずに、前のみを見つめ
ながら奮闘した楽天的な明治の人々』を思い起こ
しながら議論を深めていただければいいと願って
いる」と述べた。
　主催者挨拶で全老健の東憲太郎会長は、先の国
会で成立した改正介護保険法に触れ、「在宅復帰
という老健施設の使命が在宅支援というより大き
な使命に変わったことは大変意義のあることだ。

常日頃から在宅復帰だけではなく、お帰りになっ
た人たちを支えるのも老健施設の使命であると訴
え続けてきたことが、法律に盛り込まれたことは
大変誇らしく思うし、これこそが地域包括ケアシ
ステムを深化させるための非常に重要な第一歩で
ある。老健施設に課せられた使命は大変大きなも
のだと思っている」と述べた。
　また、自立支援に向けた取り組みについて「こ
こ 1 年ぐらいで自立支援という言葉が多く使われ
ているが、私どもは創設当時から寝たきり予防・
自立支援介護をずっと実践してきたという自負が
ある。それが R4 システムなどに結実し、介護度
を測るのではなく自立度を測る画期的なシステム
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東会長「老健施設の使命は在宅支援」 
塩崎大臣「自立度の向上へ努力を」

　7 月 27 日には、開会式が行われた。清水清勝
大会副会長の開会宣言に続き、吉野大会会長が挨
拶した。
　大会のテーマである「坂の上に輝く一朶の白い
雲」については、作家の司馬遼太郎が明治期の日
本を近代国家に生まれ変わらせようとして奮闘し
た俳人正岡子規や、日露戦争などで活躍した秋山
兄弟を主人公に描いた小説『坂の上の雲』からヒ
ントをもらって考えられた公募作であることを紹 吉野大会会長

清水大会副会長 東会長

塩崎厚生労働大臣 塩崎厚生労働大臣が東会長を激励
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も、ケアプランに導入した。自立度をみながら自
立支援介護に取り組んでいる老健施設の力は大変
素晴らしいと自負しており、信じている」と述
べ、集まった老健施設関係者に強く訴えた。
　来賓祝辞として、塩崎恭久厚生労働大臣（当
時）、中村時広愛媛県知事（代読＝原昌史副知
事）、野志克仁松山市長（代読＝西泉彰雄副市
長）、横倉義武日本医師会会長（代読＝鈴木邦彦
常任理事）、齋藤十朗全国社会福祉協議会会長

（代読＝髙井康行副会長）が挨拶した。
　このうち、愛媛県 1 区選出の塩崎大臣は、東会
長の施設を見学して取り組みに感銘を受けたこと
や、夫人の両親がお世話になった地元の老健施設

の先生から地元大会への出席を強く勧められたこ
とを話し、「絶対に来なければいけないと思った」
と述べた。実は、公務のため挨拶終了後すぐに東
京へ戻らなくてはならないなかでのスケジュール
調整だったことも明かした。
　厚生労働省が取り組むデータヘルス改革につい
ては、「医療に比べると介護の世界は科学の色彩
が少し薄い」と指摘した上で、今後は自立度を高
めるためのベースとなるデータを整え、介護予防
や重症化予防につなげていく考えを示した。
　老健施設への期待としては、「自立度を向上さ
せるために、利用者一人ひとりの QOL を考えて
皆さんは自立支援介護に取り組んでいると思う

が、これまでにも増して高齢者やその家族が豊か
な人生を過ごせるように、努力していただきた
い」とエールをおくった。
　表彰式では、「平成 29 年度介護老人保健施設
事業功労者厚生労働大臣表彰」として 50 名が受
賞した。受賞者を代表して村上健二さん（愛媛
県・老人保健施設ときわ園）が、厚生労働省の濵

はま

谷
や

浩樹老健局長から表彰状と記念品を受け取り、
謝辞を述べた。
　「平成 29 年度公益社団法人全国老人保健施設
協会表彰」としては個人表彰 77 名、施設表彰
138 施設および 4 団体が受賞。「第 27 回全国介護
老人保健施設大会　大阪　演題発表優秀奨励賞表

彰」としては 17 演題が受賞した。受賞者を代表
して協会表彰を受けた矢尾板誠一さん（栃木県・
介護老人保健施設今市Ｌケアセンター）、優秀奨
励賞を受けた田中陽子さん（秋田県・介護老人保
健施設湖東老健）がそれぞれ東会長から表彰状と
記念品を受け取り、矢尾板さんが謝辞を述べた

（受賞者名はP15～20）。

老健局長が老健施設への期待で講演 
「看取り」でシンポジウム

　表彰式の後の特別講演は、厚生労働省の濵谷老
健局長の「行政の観点から介護老人保健施設に期

愛媛県の原副知事

日本医師会の鈴木常任理事

松山市の西泉副市長

全国社会福祉協議会の髙井副会長 厚生労働省の濵谷老健局長

表彰式来賓の皆さん

シンポジウムⅠ
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待すること」。在宅復帰・在宅療養支援機能を発
揮し、地域包括ケアの中核としての役割を担うこ
とへの期待を表した（P24～27）。
　午後のスタートは、全老健会長講演「『在宅支
援』こそが老健施設の真の役割」。東会長が地域
包括ケアシステム構築に向けた老健施設の活躍を
呼びかけた（P28～29）。
　シンポジウムⅠは、「多職種協働老健施設にお
ける看取り～多死社会を迎えて～」。全老健の本
間達也副会長を座長に、厚生労働省の担当官や在
宅医療に取り組む医師、老健施設関係者が看取り
をテーマに討議し、フロアからも活発に質問や意
見が出た（P30～33）。

　市民公開講演Ⅰは、ジャーナリストの櫻井よし
こさんによる「今、私たちが出来ることはなに
か」。自身の母親を在宅介護している経験や、世
界情勢について話した（P42）。
　全老健研究事業報告では、平成 28 年度調査研
究事業について、全老健の折茂賢一郎副会長を座
長に、4 つの調査研究事業を各班員が報告した
（P43）。

「健康寿命」をテーマに特別講演・座談会 
リハビリの役割でシンポジウム

　最終日となった 7 月 28 日は、医療特別講演・

座談会からスタート。「健康寿命長く保つには」
をテーマに、愛媛大学大学院医学系研究科の 3 名
の教授が講演し、座談会を行った（P34～37）。
　シンポジウムⅡは、「医療から在宅復帰へ～老
健に期待するリハビリテーションの役割～」。木
戸保秀大会副会長を座長に、2 名のシンポジスト
と 1 名のプレゼンターが発言した（P38～
41）。
　大会最後のプログラムの市民公開講演Ⅱは、

「お楽しみ演芸会」と題し、落語家の三遊亭小遊
三師匠、三遊亭遊里さん、漫才師のナイツが登場
し、会場の爆笑を誘った（P45）。
　閉会式では、東会長が挨拶し、「期間中は本当

に暑かったけれども、大きな盛り上がりがあっ
た。愛媛県支部をはじめ、運営に携わったすべて
のスタッフに感謝したい。この熱気を、次回の埼
玉大会へもち込もう！」と力を込めた。
　吉野大会会長は、「無事に終えることができて、
ホッとしている。がんばってくれた皆さんに、あ
りがとうと言いたい。学びや意見交換だけでな
く、お笑いなどもあり、とても有意義な大会に
なったと思っている」と述べた。
　ステージ中央では、吉野大会会長に東会長が感
謝状を贈呈した。吉野大会会長は大会旗を東会長
に返還し、大会旗は東会長から次回埼玉大会の小
川郁男大会会長へと引き継がれた。

市民公開講演には開場前から長蛇の列

全老健研究事業報告 医療特別講演・座談会

櫻井さん シンポジウムⅡ 三遊亭小遊三師匠

吉野大会会長へ感謝状贈呈 大会旗を受け取る埼玉大会の小川大会会長
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　次の第 29 回全国介護老人保健施設大会 埼玉
は、平成30年10月17日から19日までの3日間、
さいたま市で開催される。テーマは「彩ろう！豊
かな高齢社会を～老健は地域づくりの担い手です
～」。
　小川大会会長は「老健施設の担うべき役割の発
信や、地域の信頼を得られる老健施設づくりを
テーマに、一生懸命、全国から来場される皆さん
に喜んでもらえる大会をめざしたい」と挨拶し
た。
　最後に木戸大会副会長の閉会宣言があり、拍手
が鳴り響くなか、愛媛大会の 3 日間の日程は終了
した。

埼玉大会の小川大会会長 木戸大会副会長

老健医療研究会 研修会

認知症の薬物治療でディベート 
リハビリやケアの質など研修会

　初日の 7 月 26 日には、第 11 回老健医療研究
会が開催された。老健施設の薬剤費負担の現状や
インフルエンザをテーマにした講演、認知症の薬
物治療・非薬物治療を勧めるそれぞれの立場から
のディベートを実施した（P60～63）。
　また、全老健主催の研修会も開催した。各研修
会のテーマは、①認知症②リハビリ③エンド オ
ブ ライフケア④ケアの質―の 4 つ。各研修
では講義のほか、ディスカッションやグループ
ワークなどが行われた（P56～59）。
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