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日本医師会の横倉会長が初めて出席�
役員全員が信任投票で選任

　開会にあたり東会長は、来賓として出席した日
本医師会（以下、日医）の横倉義武会長を紹介。
全老健の総会に日医会長が出席したのは初めてだ。
　挨拶で日医の横倉会長は、老健施設について
「医療サービスの提供可能な介護保険施設であり、
地域包括ケアシステムにおいて、医療と介護の連
携拠点としての大きな役割をもっている」と言及。
　一方、全老健の江澤和彦常務理事が日医の常任
理事に就任したことに触れ、「介護保険等の分野
を担当するので、ご指導をいただけるようお願い
したい」と出席者に呼びかけた（p.11参照）。
　続いて挨拶した東会長は、日医との関係につい
て「全老健の江澤常務理事が今回、日医の常任理
事に就任し、私としても大変心強い限りだ。これ
からは全老健の常務理事に加え、日医の常任理事

として、江澤先生には次の報酬改定に向けて私ど
もと一緒に社会保障審議会などで連携を図りなが
ら取り組んでいただきたい」と述べた。
　議長には山口県の頴原健代議員（青海荘）、副
議長には岩手県の長澤茂代議員（さわなり苑）、
議事録署名人には東京都の中本譲代議員（安寿）
と大森順方代議員（龍岡介護老人保健施設）が選
出された。
　議事では、第1号議案「平成29年度事業報告
案」、第2号議案「平成29年度決算報告案」を審
議、承認された。第3号議案の「次期（第5期）
役員選任」では、会長1名、ブロック理事14名、
監事2名、学識理事12名を選出。すべて定数内
であるため、信任投票となった。
　会長候補者である東氏の所信表明（p.13参
照）ののち議場が閉鎖され、信任投票が行われた。
　開票の結果、出席代議員の過半数の信任を得た
東氏が、次期会長候補として総会後の理事会に諮

　全老健は6月29日、都内で第7回定時社員総会を開催した。任期満了に伴う第5期役員改選では、
会長に現職の東憲太郎氏を選出。東氏が3選を果たした。また、平成29年度事業報告と決算報告を承
認した。承認された事業報告書、財務諸表等は全老健ホームページ（http://www.roken.or.jp）に
掲載している。

医療と介護の連携拠点としての老健施設に期待

� 公益社団法人日本医師会　横倉義武 会長

　私も全老健の会員であり、福岡県の代議員を務めさせていただいているが、以前より、全老健
の会員の一員としてご指導をいただいており、心から感謝を申し上げる。
　平成 30年度の介護報酬改定は、６年に１度の診療報酬との同時改定であり、2025年に向けて、
地域包括ケアシステム構築への道筋を示す、実質的には最後の同時改定だった。その内容も、こ
れまで以上に医療と介護の連携を重要視したものとなっている。
　老健施設は、在宅復帰支援機能はもとより、リハビリや認知症への対応、ショートステイなど、
医療サービスの提供可能な介護保険施設であり、地域包括ケアシステムにおいて、医療と介護の
連携拠点としての大きな役割を担っている。
　介護保険制度の理念では、高齢者の自立支援や重度化防止に努めるということがうたわれてい
るが、残念ながらこれまでのサービス提供については、十分なエビデンスに基づく検証が行われ
ていなかった。限りある保険財源、介護に関わる人材等の人的資源を有効に活用していくために
も、これからも科学的なサービスのあり方について、検証を行っていく必要があるが、そうした
分野においても、医療的資源をもつ老健施設の存在は、ますます高まるものと思われる。
　また医療・介護・福祉サービスは、地域住民の生活を支えるという社会資源であり、地域包括
ケアシステムの構築とは、地域の特性に合ったまちづくりを進めることだといえる。老健施設に
おかれては、かかりつけ医とともに、まちづくりに関わっていただくようお願いしたい。
　なお、このたび全老健の役員を務めている江澤和彦先生が、日本医師会の常任理事に就任する
ことになった。介護保険等の分野を担当しているので、ご指導いただけるようお願いしたい。
　全国の老健施設をはじめとする介護施設と医療関係の施設が、地域でしっかりと力を合わせて
住民の健康を保持し、医療を提供していくことが重要だと思う。今後とも、全老健の会員の皆さ
まの現場での取り組みにご期待申し上げる。

3選を果たした東憲太郎氏 議長に選出された頴原健代議員

会長に東憲太郎氏が3選
第7回定時社員総会
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られることとなった。ブロック理事の信任投票、
続いて監事の信任投票、東次期会長候補が推薦す
る学識理事の信任投票が行われ、いずれも過半数
を超えたことから、役員に選任された。

30年度介護報酬改定対応で説明�
管理医師総合研修参加に理解求める

　報告事項は、①全国大会②平成30年5月31日

開票作業の様子 会場からは意見や質問があった

全国大会会長からの報告について

第29回埼玉大会
2018 年 10月 17日（水）～ 19日（金）
会場：�ソニックシティ、パレスホテル大宮、

TKP大宮駅西口カンファレンスセンター
主なプログラム：
シ�ンポジウム●「平成 30年度介護報酬改定と
これからの老健」「老健が中心となる地域づ
くり」「老健における介護人材について考え
る」「AI・ロボットは介護をどう変えるか？」
市�民公開講演●「郷土の英雄　渋沢栄一の『論
語と算盤』で未来を拓く」（渋澤 健）、「埼老
健介護百人一首の取り組み」（毒蝮三太夫、
小谷あゆみ）、「目からうろこの天気予報～近
年の日本における異常気象について～（南 �
利幸）

第30回大分大会
2019 年 11月 20日（水）～ 22日（金）
会場：�別府ビーコンプラザ（別府市）、iichiko

総合文化センター（大分市）他

第31回宮城大会
2020 年 11月 11日（水）～ 13日（金）
会場：仙台国際センター（仙台市）他

開催時期の迫る埼
玉大会について説
明する、埼玉県の
小川郁男支部長

大分県の大久保健
作支部長が、「改
元の年で、全国大
会は第30回の節
目となる大会」と
報告した

宮城県仙台市で開
催されることを報
告する、宮城県の
青沼孝徳支部長

⃝ 会長候補所信表明 ⃝
� 東　憲太郎 氏

介護団体の大同団結が効果
　４年前に私が第３期の会長をお引き受けし、そ
の翌年、大変なマイナス改定になってしまった。
皆さんに大変ご迷惑をおかけした。それから３年。
いろいろな努力をしてきた。介護関係の団体との
連携や、社会保障審議会介護給付費分科会のたび
に、「老健施設は在宅復帰だけではない。在宅支
援というもっと大きな役割があるのではないか」
と訴え続けてきた。その結果、昨年の介護保険法
の改正によって、省令より上位の法律に在宅支援
という文言で、老健施設の役割として明記された。
これは私にとっても大変大きなことだった。
　診療報酬、介護報酬の同時改定においては、在
宅支援という機能をもとにした介護報酬改定が行
われたことは言うまでもない。さらに、皆さんの
ご尽力、ご協力のおかげで、介護報酬改定の改定
率＋ 0.54％という大変いい数字が結果として出
た。＋ 0.54％が十分かは、議論になるところで
はあるが、診療報酬の改定率が＋ 0.55％であっ
たことを考えると、いい数字が出たと考えている。
それもこれも、昨年の 13 団体による 181 万筆
を超える署名が集まり、介護団体の大同団結が可
能になったことが、大変効果を上げたのではない
かと考えている。

「その他型老健ゼロ」をめざす
　今回の会長選に立候補するにあたり、６項目の
公約をあげさせていただいた。
　まず、今回の介護報酬改定で規定された５類型
の「その他型」という老健施設だが、「その他型
老健ゼロ」を真っ先に公約にあげさせてもらった。
　直近の全老健の調査では、「その他型」は約
5.3％という数字が出ている。それがゼロになる
ように、８月 23日にセミナーを開催して、そこ
を救う。「基本型」になっていただく。「基本型」
でも、ぎりぎりの数字のところは、しっかりと
「基本型」以上をめざしていただけるようなセミ
ナーを開催する予定だ。
　２番目に、老健施設の在宅支援機能を国民、医
療関係者、また介護関連団体にも広く周知するこ
とが重要だと考えている。昨今では、老健施設の
稼働率の低下が問題視されている。老健施設の機

能を、国民や医療関係者等々に周知していただく
ことを積極的に進めていきたいと考えている。
　信任されたあかつきには、執行部においても、
広報事業により力を入れていきたいと考えている。
国民向け、関係者向け、外国人向けという３種類
のパンフレットを作成する予定で、国民向けはす
でに発行した。
　３番目は、科学的介護の実現が求められている
いま、老健施設のケアは自立支援に資するという
エビデンスを他団体とも協力して全老健自らが出
していきたいと思っている。
　４番目に、老健施設における医療機能をさらに
充実させていきたいと考えている。今回の介護報
酬改定において、減薬の機能や所定疾患の機能の
強化が図られたが、老健施設におけるよりいっそ
うの医療機能の強化をめざしていく。
　５番目にリスクマネジャーの評価を求めていき
たい。これは３年後の介護報酬改定に向けて、社
会保障審議会における「次期改定への課題」に明
記されている。これを実現させたいと思っている。
　最後に、来年消費税率の 10％への引き上げが
予定されている。これが実現したあかつきには、
1,000 億円の恒久財源による介護人材対策が閣
議決定されている。その際、介護職員だけでなく、
介護助手や他の職種にも、1,000 億円の消費税
財源が使えるように、この財源が現場の実状に即
したものになるように、しっかりと主張をしていく。
　以上６つの公約をあげた。
　最後になるが、先日ドイツ大使館に招かれた。
ドイツにも介護保険制度があるが、現金給付とい
う制度がある。現金給付を受けながら在宅介護の
支援が必要な方が多くいる。しかし、ドイツには
老健施設のような在宅介護を支援する仕組みがな
い。ショートステイはあるが、年間 40日しか使
えない。また、高齢者にリハビリをするという概
念もない。ドイツでは、在宅介護に疲弊すること
が大きな社会問題になっている。そこで、老健施
設という機能に着目して、ぜひドイツに導入でき
ないかというお話だった。老健施設というすばら
しい機能を海外にも紹介できるように、全老健の
組織を強力にして、会員もしっかりと力をつけて、
世界に誇れる老健施設にしていきたい。
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齊藤正身常務理事 江澤和彦常務理事 馬場肝作理事

現在加入状況③代議員・予備代議員、支部及びブ
ロック一覧④その他―となった。
　今年10月17 ～19日に開かれる第29回の埼玉
大会については、大会会長の小川郁男支部長が大
会のポイントを説明した。2019年11月20～22
日に予定されている第30回の大分大会について
は、大会会長の大久保健作支部長が、開催地を大
分市と別府市で開催することを報告。第31回の
宮城大会については、青沼孝徳支部長が2020年
11月11～13日に仙台市で開催することを報告し
た。2021年の第32回大会は、三根浩一郎副会長
から、岐阜県で開催することが報告された。
　その他の報告事項として、東会長が介護報酬改
定の対応で質問の多い事項として①「その他型」
老健施設②所定疾患施設療養費（Ⅱ）③地域包括
ケア病棟から老健施設の流れ―の3点を説明
した。
　「その他型」老健施設については、6月15日～
22日に実施した会員調査（回収率35.7％）では、
全体の5.3％を占めていることを報告。「基本型」
は42.5％、「加算型」は31.7％、「在宅強化型」は
6.9％、「超強化型」は11.9％であることを示した。
また、8月に予定している「その他型」老健脱却
セミナーについては、「その他型」老健施設の
87.5％の施設が参加する意向であるとした。
　介護報酬の所定疾患施設療養費（Ⅱ）について、

全老健と日本老年医学会共催の「老人保健施設管
理医師総合診療研修会」の受講が算定要件となっ
たことに対して東会長は、「報酬のためだけでな
く、管理医師として必要な知識を身につけてほし
い」と同研修会への参加に理解を求めた。
　3点目は、今回の診療報酬改定で地域包括ケア
病棟から患者が老健施設に移った場合、在宅復帰
率で評価されなくなったことを説明。「会員から
は不満の声があるが、裏を返せば急性期からポス
トアキュートの機能を老健施設が直接受けるとい
うことも考えられる」と述べた。
　代議員からの意見・質疑では、「老健施設が生
き抜くために一番重要な問題は、人材確保をどう
していくか」「有料老人ホームやサ高住など居住
系施設が急激に増えている。老健施設には死活問
題であり、リハビリや認知症対応など老健施設の
機能を周知するための対策に積極的に取り組んで
ほしい」「老健施設で行う医療が増えることは大
変いいことだと思う。しかし、一生懸命にやれば
やるほどマルメであるために経営的には厳しくな
るので、しっかり報酬上の対応をお願いしたい」
などの要望が出た。

新役員選定のための理事会開催�
正副会長、常務理事を決定

　総会終了後、平成30年度第1回臨時理事会を

臨時理事会

開催し、新役員を決定した。議案は、①会長の選
定②副会長、常務理事等の選定③顧問、参与の承
認④委員会の設置及び委員の承認―について
承認した。
　定時社員総会で会長候補者に選任された東氏を
会長に選定。副会長には今村英仁氏、折茂賢一郎
氏、平川博之氏、本間達也氏、三根浩一郎氏の5
氏。会長が欠けたもしくは事故があった場合の会
長代行は、平川副会長が務める。
　常務理事には江澤和彦氏、大河内二郎氏、小川
勝氏、河﨑茂子氏、齊藤正身氏、高橋肇氏、野島
丈夫氏の7氏が選定された。

齊藤氏がリハビリ病院・施設協会会長に�
江澤氏が日医の常任理事に就任

　東会長は就任挨拶のなかで、齊藤常務理事が日
本リハビリテーション病院・施設協会の会長に、
江澤常務理事が日医の常任理事にそれぞれ就任し
たことを報告し、大きな期待を示した。
　齊藤氏は「全老健では全国デイ・ケア協会の立
場でお手伝いさせてもらっているが、日本リハビ
リテーション病院・施設協会の会長にもなった。
とても大役で不安もあるが前を向いて進めたい。
私が取り組みたいことは、地域リハビリだ。各地
で地域包括ケアシステムを充実させようと取り組

んでいるが、大本は地域リハビリの考え方だと
思っている。医療・福祉だけでなく、まちづくり
も含めて私たちができることは何かを突き詰めて
取り組んでいきたい。そのなかで大事な役割を担
う拠点の1つとなるのが、老健施設だと認識して
いる。その意味で全老健でもいろいろな提案をし
ていきたい」と述べた。
　江澤常務理事は、「日医での担当は介護全般と
認知症、在宅医療、精神保健、障害などとなる。
また診療報酬や地域医療、病院など医療系は副担
当を務めるので、皆さん方に貢献できればと思っ
ている。そもそも全老健の役員は十数年務めてお
り、東会長とは長い付き合いだ。全老健がフラン
チャイズだと思っているので、医師会とも連携し
ていきたいし、齊藤先生が会長を務める2つの団
体の役員でもあるため綿密な連携はとれている。
引き続き老健施設のあるべき姿をめざして日医の
立場としても支援できればと考えている」と述べ
た。
　理事会終了後、東会長から全国老人保健施設連
盟の委員長に馬場肝作理事が就任することが報告
された。馬場理事は、「川合秀治先生の後任に私
が選ばれたことには大変驚いた。政治家との関係
づくりは一生懸命やらせていただく」と抱負を述
べた。
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