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東会長　新年明けましておめでとうございます。
今回の新春対談は、厚生労働省の濵谷浩樹老健局
長をお迎えしました。今年は介護報酬・診療報酬
の同時改定が行われます。また、第 7 期介護保険
事業（支援）計画と第 7 次医療計画が同時にス
タートします。この新年を迎えての抱負を、まず
お話しいただけますか。
濵谷局長　新年明けましておめでとうございま
す。
　おっしゃるとおり、今年はいろいろな意味で節
目の年になります。第 7 次の医療計画、第 7 期の
介護保険事業（支援）計画がスタートすることに
加えて、 6 年に 1 度の同時改定が行われ、障害福
祉サービス等報酬改定も行われます。
　また、昨年成立した「地域包括ケアシステムの
強化のための介護保険法等の一部を改正する法
律」（以下、地域包括ケア強化法）が施行されま
す。2025年に向けた地域包括ケアシステム推進
をさらに強化するために、今年、しっかり取り組
む必要があると考えています。
東会長　私は会長に就任して 4 年目の年を迎え
ました。
　昨年、介護保険法の一部改正を含む地域包括ケ
ア強化法が成立し、介護保険法第 8 条 28項にお

ける老健施設の定義の項で、在宅支援が明示され
ました。これは、老健施設創設後 30年のなかで、
一番大きな出来事だといえるかもしれません。
　平成 30年度介護報酬改定の中身は、この法改
正の内容に準じたものになると考えています。私
は全老健会長として、会員の皆さんに法律の趣旨
に沿った方向で、施設をきっちり運営していって
いただきたいと考えています。それは、介護報酬
改定の方向に合わせた運営にもなるでしょう。
　そして、会員の皆さんがそういう方向へ進んで
いけるようにしっかりサポートすることが、全老
健の役割だと考えています。

介護保険法改正と 
老健施設の定義

東会長　それでは局長、昨年の法改正の趣旨に
ついて、お聞かせいただけますか。
濵谷局長　地域包括ケア強化法は、自立支援と、
重度化防止に向けた保険者機能の強化を軸にして
います。
　もともと介護保険法は、自立支援と重度化防止
を基本的理念に掲げているのです。その意味では、
改めて介護保険法の理念に基づきしっかり制度を

組んでいこうという趣旨だと思います。
　全般的にいえば、そういった自立支援・重度化
防止に向けた取り組みと、地域包括ケアシステム
の推進に向けた医療と介護の連携をしっかり進め
ていくこと。さらに、地域共生社会の実現に向け
た取り組みを推進していくことが、地域包括ケア
強化法の大きな柱です。
　介護施設についていえば、介護医療院が創設さ
れます。これを受けて、施設体系は従来の特養、
老健施設、そして介護医療院の 3 つになります。
それぞれの施設の特性に応じた役割分担を、しっ
かり行っていただきたい。
　介護医療院と特養は、いわゆる生活施設です。
その一方で、老健施設は「中間施設」と創設当時
からいわれたように、在宅復帰のための施設と位
置づけられてきました。しかし、法律上の位置づ
けは必ずしも明確ではなかったのです。そこで在
宅復帰に加えて、在宅支援の機能が介護保険法に

明示されました。これには大変大きな意味がある
と思います。
　地域包括ケアの理念は、“在宅ときどき施設”
といって、地域の高齢者が施設と在宅を行ったり
来たりしながら、できる限り住み慣れた地域で暮
らし続けることです。利用者にリハビリを提供し
て在宅復帰できるようにし、在宅での療養も支援
する役割を果たす老健施設は、地域包括ケアの中
核となり得る施設だと思います。
　老健施設には、法律の趣旨に沿って在宅復帰・
在宅支援機能を今後は十分に発揮することを期待
しています。
東会長　局長がおっしゃるように、今回の法改
正では“自立支援”が大きく打ち出されました。
私ども老健施設は創設当時から、本来は、長期間
入所する利用者の生活を支えるのではなく、利用
者の自立支援に対する取り組みを、これまでも
ずっと行ってきたわけです。法律上で自立支援が

新春対談

平成 30年度介護報酬改定に向けて 
～老健施設への期待～
濵谷 浩樹 厚生労働省 老健局長
東 憲太郎 全老健 会長    

濵谷局長（左）と東会長

012-021特集1_新春対談（五）1213.indd   12-13 2017/12/13   11:59:03



老健 2018.1● 1514 ●老健 2018.1

January Vol.28 No.10
新春対談  平成30年度介護報酬改定に向けて新春対談  平成30年度介護報酬改定に向けて1

特集

これだけ明記されたことは、老健施設に対しても、
自立支援において、これまで以上に役割を果たし
てほしいというメッセージをいただいたと理解し
ています。
　また、医療と介護の連携が、法改正のなかでも
うたわれるようになりました。介護報酬改定に向
けた検討においても、医療と介護の連携に関する
ものが多数議論になりました。医療と介護の橋渡
しにおいても、老健施設が果たす役割は大きいと
思っています。医療機関を退院して在宅へという
ときに、老健施設が間に入ってきちんと役割を果
たすことが重要だと思います。
　つまり、今回の法改正で老健施設の定義に在宅
支援が明記され、自立支援や医療と介護の連携も
法律上に盛り込まれましたので、局長がお話しさ
れたご期待に、われわれはしっかり応えていかな
ければいけないと思います。
　介護医療院ができたことを受け、各施設類型が
しっかり機能分化していくことが重要だと私も思

います。私どもは老健施設の役割を十分に果たし
ていきたい。
　実は私は、全老健の会長になる前から「老健施
設は在宅復帰だけではなく在宅支援をすべきだ」
と主張し続けてきたので、今回、介護保険法に明
記され、大変ありがたいと感じています。
　正直、在宅復帰だけを旗印に老健施設を引っ
張っていくことはなかなか難しいと思うことがあ
りました。今回の法改正は、「これからは在宅支
援も旗印にしなさい」ということだと理解してお
り、老健施設を引っ張っていきやすくなると考え
ています。
　また、これからは、会員の皆さんだけでなく、
利用される方に、老健施設の機能をきちんとお伝
えしていくことも大切です。老健施設ができて
30年も経つのに、いまだに老健施設がどのよう
なものであるか、理解されていないのが実情です。

「老健って特養と一緒なんでしょう」と思ってい
る国民もかなり多いのです。私どもも広報不足で
したが、ある意味では国も、老健施設の機能を国
民に周知してこなかった。そこで全老健では、新
たなパンフレットを作成することにしました。こ
れまでもパンフレットはあったのですが、国民目
線・利用者目線ではなかったかもしれません。
　今回は、利用されるご本人やご家族が見て、

「老健施設ってこんな施設なんだ」「こういう機能
をもっているんだ」「このような使い方ができる
んだ」ということがよくわかるものにします。
　さらに、医療機関の医師、看護師、コメディカ
ルの方、そして介護の仲間であるケアマネにも、
老健施設の機能をよく知らない方がおられます。

「在宅復帰をめざす施設である老健施設で、なぜ
看取りを行うのか」と質問されたこともあります。
　そこで、国民向けとは別に、医療介護関係者向
けのパンフレットも作成しているところです。老
健施設のことを皆さんにわかってもらえるよう、
2 種類のパンフレットを活用していきます。

　また、全老健では 2 年前に『介護老人保健施設  
在宅支援推進マニュアル』という冊子をつくって
います。これを改訂して、医療機関や他の介護
サービスとの関係についてより踏み込んで解説し
たものにし、会員施設に、在宅支援の機能を高め
るためのノウハウを伝えたいと思います。

平成29年度介護報酬
改定と人材確保

東会長　さて次は、平成 29年度介護報酬改定に
ついてです。介護職員の処遇改善については、平
成 21年度から交付金として対策が始まりました
が、年々、規模が大きくなり、昨年度は介護職員
の処遇改善のための臨時の介護報酬改定が行われ
たところです。濵谷局長に平成 29年度の改定の
総括をしていただけますか。
濵谷局長　現在、介護人材の不足は非常に深刻
だと思います。有効求人倍率は 3 倍を超えていま
す。具体的には、例えば、人材不足で介護施設が
フルオープンできないケースがあるとも聞いてい
ます。平成 29年度の介護報酬改定は、この深刻
な人材不足に緊急に対応する内容でした。
　まだ改定の影響についての調査結果の数字は出
ていませんが、これまでの例では処遇改善につい
て期待どおりの結果が出たので、今回も期待どお
りの結果になることを望んでいます。
　ただ、当然のことですが、人材確保対策はこれ
で終わりではありません。政府の「人生 100年
時代」に向けた 2 兆円規模の新たな政策パッケー
ジのなかに、介護職員の処遇改善も盛り込まれて
います。まずは、そういった政策パッケージのな
かで処遇改善を行っていく。
　介護人材確保のためには、処遇改善だけではな
く、総合的な対策も必要ではないかと思っていま
す。それには 3 つの柱があります。
　 1 つ目は多様な人材の活用。厚労省は平成 30

年度に中高年者向けの入門的研修を創設すること
にしています。これは、東会長の老健施設の「介
護助手」を参考にした仕組みで、これまで介護に
携わったことのない中高年の方々や子育てを終え
た女性が、介護の業務に入りやすいように短時間
の研修を行うものです。研修修了者には現場に
入っていただき、最初は周辺的な業務から始めて
もらい、徐々にスキルアップしていいだくことを
考えています。
　また、これは人材確保が目的ではありませんが、
技能実習制度の対象職種に「介護」が入り、昨年
からスタートしました。また、在留資格に「介
護」が追加され、介護留学生の制度も始まりまし
た。意欲のある技能実習生や留学生に活躍してい
ただくということがあると思います。
　 2 つ目は、職場の定着促進です。離職率を見る
と、介護分野は 16.7％で、全産業平均の 15％よ
り若干高い傾向があります。また、事業所によっ
て離職率は 2 極化しており、離職率が 10％未満
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の事業所が約 4 割である一方、30％以上の事業
所も約 2 割あります。定着率は事業所によりだい
ぶ違うのが現状です。各事業所の職場環境を整備
し、定着促進を図ることも必要だと思います。
　例えば京都府では、職場環境を整えた事業所を
認証する認証制度を、府の独自の取り組みとして
行っています。このような取り組みを、全国に展
開していくことも考えられるでしょう。
　 3 つ目は、介護のイメージアップです。昨年 4
月から、中学校の学習指導要領に介護が位置づけ
られました。今年 4 月からは、高等学校の学習指
導要領にも位置づけられると聞いています。今後
は、中高生の段階から介護への理解を広めていく
ことが可能になると思います。
　学校の教育現場と介護現場が連携しながら一緒
に進めていくことが大切です。例えば、介護福祉
士の養成施設の学生が、中学校を訪問して、生徒
たちに介護の魅力を伝えるなどの取り組みもでき

るでしょう。
　このような 3 つの柱で、総合的に取り組んでい
きたいと考えています。日本全体の生産年齢人口
が減少し、どの分野も人材不足ですから、これさ
えやれば介護現場の人材不足がすぐに解消すると
いう方法はありません。地道に一つひとつ、取り
組みを重ねていくことが重要だと思います。
東会長　処遇改善については先ほど申し上げた
とおり、平成 21年度から対策がとられてきて、
現場では介護職員の方の給与が上がり、昔に比べ
て離職は少し減ったかなと感じます。
　ただ、養成校を卒業して入職される方は 10年
前に比べて減っています。残念ながら、若い方が

「介護をめざそう」と思うことには、処遇改善交
付金、処遇改善加算はつながっていないのではな
いかと、現場では感じています。
　私は、人材確保のためには、そろそろもう少し
違うアプローチをしないと厳しいのではないかと
思っています。一見回り道のようですが、介護福
祉士の国家資格を、名称独占ではなく業務独占に
することが、現場の介護職の人材確保につながる
と考えています。
　いま、資格をもっていながら介護福祉士として
働いていない多くの“潜在介護福祉士”がいると
聞いています。非常にもったいない。潜在介護福
祉士の方には、ぜひ現場に戻ってきていただきた
い。そのためには、業務独占が必要なのではない
でしょうか。
　介護の業務について、専門的な知識や技術が必
要なものと、そうでないものの線引きをする時期
にきていると思います。その上で、専門的な業務
を介護福祉士が行うべきです。
　介護福祉士は、最初は「介護を誰もができるよ
うに」ということで名称独占だったのだと思いま
すが、そろそろ業務独占に向けて動いてもいいの
ではないでしょうか。業務独占にすることで介護
福祉士の社会的な地位も上昇し、現場に戻る潜在

介護福祉士が増え、養成校に入学する方も増える
と考えています。
濵谷局長　介護福祉士を将来的に業務独占にす
る可能性はあると思いますが、いま直ちにという
ことは少し難しいでしょう。資格制度の中身を動
かすことは、実は極めて難易度が高いことなので
す。
　ただ、介護の業務のうち専門的なものを切り分
けることは、極めて重要だと思っています。いま
厚労省は、介護の業務の分析をしている最中です。
業務の専門性に応じた人材育成のあり方を考えて
いく必要があるでしょう。
東会長　介護の業務の分析を進めていくことで、
将来的には介護福祉士の業務独占の方向につなが
るというメッセージになるだけでも、重要だと思
います。
　一方で、専門性を高めた“認定介護福祉士”の
活用についての検討もなされています。介護福祉
士すべてではなく、認定介護福祉士の業務独占で
もいい。業務独占への方向が示されれば、「研修
を受け直してでも現場に戻りたい」と思う潜在介
護福祉士が出てくるのではないでしょうか。
　外国人の介護人材については、昨年、全老健も
取り組みを進めましたが、なかなかハードルが高
い。実感として、介護の人材不足の現場を、外国
人がすぐに補ってくれると考えるのは難しいと感
じています。
　また、ロボットや ICTについても今回の介護
報酬改定で議論されましたが、残念ながら現時点
では、これにより人材の不足する介護現場が劇的
に助かりそうだとはいいがたい。
　一方で、いますぐにできる人材確保の方法とし
ては、元気な高齢者の活用が考えられます。厚労
省は中高年者への研修を考えておられるというこ
とでした。
　私の施設がある三重県で、元気な高齢者に「介
護助手」として現場に入っていただく取り組みを

始め、この元気な高齢者による介護助手事業は現
在、20以上の都道府県に広まっています。今後、
高齢人口は増えていくため、人材として期待でき
ます。日本の超高齢社会を、まず高齢者自身で支
えられないかという点に目を向けていくべきです。
　これは、介護の仕事の切り分けの話にもつなが
ります。介護助手の取り組みは、介護現場の人材
確保が目的ではありますが、介護福祉士の処遇改
善という意義もあります。現場の介護福祉士は現
在、いろいろな業務を行っていますが、介護助手
が周辺的な業務を担ってくれれば、介護福祉士は
介護の専門性を活かした業務、自分たちのやりた
い仕事に力を傾注できるようになります。
　そのため処遇改善としては、加算で給与を上げ
るだけではなく、職場環境改善のためにお金がま
わるようにもすべきです。介護報酬とは別の財源
を担保して、介護の人材確保や処遇改善を行うア
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プローチが必要ではないでしょうか。
　介護報酬のなかだけで、しかも介護職だけの給
与を上げていくような現行のスキームでは、厳し
いと思います。元気な高齢者を介護現場に引き込
むスキームを早急につくりあげて、現場を支えて
いくことが必要だと思っています。

平成 30年度 
介護報酬改定

東会長　次に平成 30年度介護報酬改定について
ですが、医療・介護連携への評価や、自立支援の
取り組みへの評価、また特に老健施設に関係する
ものでは、在宅支援に関する評価が今回の改定の
なかに盛り込まれました。この改定の方向性につ
いて、ご説明をお願いします。
濵谷局長　今回の介護報酬改定の基本的な視点

は 4 つあります。
　 1 つ目は「地域包括ケアシステムの推進」です。
特に今回は医療と介護の同時改定ですので、医
療・介護の役割分担と連携のいっそうの推進を、
大きな柱にしています。
　 2 つ目は「自立支援・重度化防止に資する質の
高い介護サービスの実現」です。まさに老健施設
も含めて、高齢者の自立支援や、要介護状態の悪
化の防止に資する介護サービスを推進していきま
す。
　 3 つ目が、「多様な人材の確保と生産性の向上」
です。多様な人材を確保し、専門性に応じて役割
分担を進めて、人材を有効活用していく。さらに、
ロボットや ICTを活用して、サービス提供の効
率化をできる限り図って生産性を向上させるとい
うことです。
　 4 つ目は「介護サービスの適正化・重点化を通
じた制度の安定性・持続可能性の確保」です。な
かなか難しいことですが、課題の 1 つとして、報
酬体系の簡素化を図っていきたいと思います。
　こうしたなかで老健施設は、 4 つの視点にすべ
て関わると考えられます。法改正により、在宅支
援の機能をもつことを介護保険法上で明確にした
ので、介護報酬においても在宅支援の機能を有す
るものを老健施設の基本的なかたちにすることが、
今回の改定の柱になります。
　その上で、きめ細かなリハビリや在宅復帰・在
宅支援の取り組みを進めている施設を、さらに評
価していく。つまり、基本型でありながらより良
い取り組みをしている施設を、より高く評価する
との考え方で、今回の介護報酬改定は行っていき
ます。
東会長　平成 30年度介護報酬改定にあたっては、
介護関係の団体がまとまって社会保障財源の確保
に向けて署名活動を行いましたが、このような活
動は初めてのことです。危機感もあったため、大
同団結ができたのではないかと思っています。そ

の結果、今回の介護報酬改定が行われたのであれ
ば、各団体のご協力を得て行動してよかったと
思っています。
　報酬の中身を見ますと、局長がおっしゃった 4
つの視点と、医療と介護の同時改定であることが、
よく反映されていると感じています。
　老健施設については、法律上に機能が規定され
たこともあり、老健施設の役割を「果たそう、果
たしたい」という施設には、それなりの評価がき
ちんとされたなと感じており、とてもありがたく
思っています。一方、法律が求める機能に対応し
きれていない老健施設に対しては、厳しい改定に
なるかもしれません。
　しかし少なくとも、在宅復帰だけでなく、在宅
支援に関わるものでこれまで私どもが努力してき
た取り組みについて、細かく光を当てていただい
た改定だと感じています。
　例えば、かかりつけ医や医療機関と積極的に連
携を図っている施設の評価があります。また、利
用者の自立支援を少しでも進めるための取り組み
として、自宅で排泄ができるように排泄の機能を
改善させることや、褥瘡を改善させること、もし
くは褥瘡を予防するための家族指導などについて
評価されます。やる気のある施設にとってはあり
がたい改定だと思います。

科学的介護
東会長　全老健の理事でもある国立長寿医療研
究センター理事長の鳥羽研二先生が座長を務める
厚生労働省の「科学的裏付けに基づく介護に係る
検討会」の議論が進んでいます。
濵谷局長　「科学的裏付けに基づく介護」（以下

「科学的介護」）については平成 28年度から政府
の未来投資会議で議論が始まり、平成 29年 10月
から厚労省で検討会がスタートしました。

　医療の世界ではエビデンスの必要性が前からい
われていますが、介護の世界にもエビデンスに基
づいた介護が必要ではないか、というのが基本的
な問題意識です。どのようなケアが、どのような
状態像の改善や変化に結びつくのかをしっかり分
析した上で、より良いケアを見つけていこうとい
う考え方を基本にしています。
　まずは、データベースづくりから始め、どのよ
うな項目により状態像を見ていくかについても考
えていきます。そのなかでは、アセスメントが課
題です。いろいろなアセスメント項目があります
が、以前から厚労省で、各項目について共通の尺
度ができないかを検証しているので、今後はそれ
についても議論していきます。
　平成 29年度中にデータ収集の項目を固めて、
平成 30年度からデータ収集を開始し、エビデン
スを検証したいと考えています。できれば、平成
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33年度の介護報酬改定に反映していければ、と
いうイメージをもっています。
東会長　今後、データやエビデンスに基づいた
介護が評価されることはいいことだと思います。
特にケアプランについては、ケアマネジャーがき
ちんとした指標をもとにして作成できていないこ
とから、よくいわれるような集合住宅の不適切な
ケアマネジメントにつながっているのではないで
しょうか。
　やはり、居宅のケアマネジャーがつくるケアプ
ランの良しあしについて「見える化」ができるこ
とが重要だと思います。そのためには、「科学的
介護」が必要になります。
　全老健は、全老健版ケアマネジメント方式であ
る R4システムを平成 22年につくりました。ICF
ステージングは優れた評価指標だと自負していま
す。
　ただ、現場では ICFステージングをまだうま
く活用できていないという問題もあります。その
うちの 1 つは、R4システムを知らない医療機関
やケアマネジャーと話をするときに、「違う言語
でしゃべっても通じない」という意味で活用がで
きていません。
　もう 1 つは、全老健の会員施設での R4システ
ムの普及率が 30％に達していないことです。全
老健の組織率は 90％近いため、もし 20万床と
いった多くの会員施設で ICFステージングを
使っていれば、そこからだけでも膨大なビッグ
データが集まります。今後は多くの会員施設に
R4システムを使っていただき、全老健としてエ
ビデンスを発信していきたいと思います。
　いまは ICFステージングを使ってアセスメン
トを行っているだけですが、もう一歩進めて、
ICFステージングの評価をもとに、どのような
ケアをしたときにどんな状態像の変化が起きたか
というところまで、エビデンスを出していきたい
ですね。

老健施設に対する
メッセージ

東会長　最後に、地域包括ケアシステムの構築
に向けて、老健施設に対してメッセージをお願い
します。
濵谷局長　2025年に向けて地域包括ケアシステ
ムの構築を進めていく必要がありますが、介護報
酬や制度はあくまでも道具にすぎません。これを
使って現場でネットワークをつくりあげるのは、
各サービス事業者や市町村、地域住民の方々です。
そうした意味で、この道具をうまく使ってもらっ
て、それぞれの地域でネットワークづくりをして
いただきたい。
　現状を見ると、地域でのネットワークづくりは
人と人との関係なので、なかなか今日明日で機械
的にできるわけではありません。施設では、地域
との関係を地道に築いていくための日々の努力の
積み重ねが極めて重要だと思います。
　老健施設はもともと、地域での拠点としての役
割を期待できる施設です。しかし、十分に役割を
果たしている施設ばかりでは必ずしもないと思っ
ています。2025年まで、短いようですが、まだ
7 年あります。日々、地域との関わりをもちなが
ら、地域の拠点としての自覚をもって、地域包括
ケアシステムにおける中核的な役割を果たしてい
ただきたい。老健施設には大いに期待しています。
　繰り返しになりますが、介護保険法の改正で老
健施設の在宅支援の機能が明確化されました。介
護報酬改定では、そうした役割を果たしている老
健施設をしっかり評価する一方、それ以外の施設
には多少厳しい内容になったと思います。そうし
たことを全老健は十分に踏まえて、会員に説明し
てほしいと思います。
東会長　ありがとうございました。局長がおっ
しゃったとおり、地域包括ケアシステムにおいて
老健施設が果たす役割は重要だと思います。いま

までも「地域包括ケアの拠点」と、口ではいって
きましたが、実際に地域で連携をとって、地域に
開かれている老健施設がどのくらいあるのかを考
えると、なかなか難しい状況があります。
　これからは、もっと地域に出ていくことが大切
です。例えば、今後は医療機関プラスかかりつけ
医との連携が非常に重要になります。今回の介護
報酬改定では、ポリファーマシー（多剤処方）の
対策も老健施設に求められましたが、これはかか
りつけ医との連携がない限り、老健施設単独では
対応が難しいと思っています。
　訪問リハビリもそうです。リハビリを提供する
にしても、薬剤を投与するにしても、自宅に帰る
にしても、施設長や管理医師が近くのかかりつけ
医と顔の見える関係をつくって連携していくこと
が重要です。
　また、ケアマネジャーにも、先ほど述べたパン
フレットを活用するなどして、老健施設を理解し
てもらうことも必要です。

　さらに、今回の介護報酬改定では、自立支援の
ため、リハビリ職のいない事業所への職員派遣に
対する評価も盛り込まれました。老健施設のリハ
ビリ職が、近隣のデイサービス、訪問介護等の事
業所に出て行って、助言をすることが評価される
ようになります。介護予防サロンのような、介護
保険のサービスを使っていない人たちに対する働
きかけ、すなわち地域貢献も評価の要件となって
いるため、老健施設がどんどん地域に出て行くこ
とが求められるのではないでしょうか。
　本日はありがとうございました。本年もどうぞ
よろしくお願いいたします。
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