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東会長　新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
　昨年平成 30年は、介護報酬・診療報酬の同時
改定が行われました。2025年に向け、医療と介
護の連携強化が図られ、引き続き在宅重視の内容
となりました。今年は 10月に消費税率 10％への
引き上げが予定されており、介護報酬における対
応と介護職員等のさらなる処遇改善のための介護
報酬改定が行われる予定です。
　大島局長は昨年 7 月に就任されましたが、新年
を迎えての抱負をお聞かせください。
大島局長　新年あけましておめでとうございま
す。今年もよろしくお願いします。
　新年の抱負ということですが、ケアや暮らしの
点でいえば、地域包括ケアシステムや地域共生社
会の構築を進めていくこととなります。絵は描い
ていますが、実際にどのように実現するかの局面
になると思います。そうした工夫や仕組みを考え
て、市町村が動くようにしたいと思いますし、同
時に専門職の方々も、それに関わっていけるよう
な仕組みをつくって、住民を巻き込んだ形で地域
社会をつくっていくイメージを描きたい。
　当然、そのなかには介護保険も使いますし、他
の制度も関連します。できるだけ制度から抜け落

ちないように探っていきたいと考えています。生
活と密着した話になります。
　もう 1 つは、人手不足にどう対応していくかに
なります。いろいろな動きが起こり始めました。
平成 29年に外国人技能実習制度に介護が追加さ
れ、平成 30年 12月には雇用に着目した新しい介
護の在留資格が法制化され、今年 4 月から施行さ
れます。高齢者雇用、IT・センサーなども広く
視野に入れて対応していく必要があります。
　これに関連して、平成 30年 5 月に厚生労働省
は「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」
に基づく労働力の見通しを発表しました。これに
よると、人手不足の問題はずっと続く問題であり、
2025年以降がより深刻になりそうなので、いま
からいろいろな仕掛けや取り組みを開始し、それ
をどんどん拡大して形にしていく必要があります。
昨年から少しずつその芽は出てきていますが、実
際に動き出すのはまさに今年からになります。
　大きくは、この 2 つが今年の抱負であり、課題
になりますね。
東会長　ありがとうございました。私自身は、
昨年 6 月の社員総会で全老健の会長として 3 選さ
れました。今年は就任から 5 年目の年となります。
　平成 29年の介護保険法の改正では、老健施設
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の役割が明確化されました。これを踏まえた昨年
の介護報酬改定によって、老健施設はドラス
ティックに変わり、平成 30年は老健施設にとっ
て節目となる年でした。
　大事なことは、今年平成 31年から全老健の会
員すべてが在宅支援・在宅復帰の役割をしっかり
果たせるように支援していくことが私どもの役割
かなと考えています。
　そのため、全老健会長に立候補した際の 3 期目
の公約の最初の項目に、「その他型ゼロ」をあげ
させていただきました。その他型の老健施設が限
りなくゼロになるように支援していきます。それ
だけではなく、基本型がその上の在宅強化型・超
強化型をめざしていくことができれば老健施設の
機能がどんどん上がっていくことになります。
　老健施設が機能を高めることで、大島局長が先
ほどおっしゃられた、「地域包括ケアシステムの
絵は描かれているが、具体的なものをつくってい
かなければならない」のなかの、具体的なものの

一助になり得ると思います。私どもの会員施設が、
より高いステージをめざしてほしいと思います。

介護保険制度の課題
東会長　次に介護保険制度についてですが、制
度がスタートして 19年目を迎えます。サービス
利用者は制度創設時の 3 倍を超え、介護サービス
は高齢者の生活の支えとして定着し、発展してき
ています。介護保険制度の現状について、どう思
われますか。
　また、平成 29年に成立した「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」により、先ほど述べたように老健施設
の役割が明確化されました。介護療養病床の廃止
に伴う介護医療院も創設されました。この改正介
護保険法についてのお考えをお聞かせください。
大島局長　介護保険法が施行されて約 20年経ち

大島局長（左）と東会長

010-019特集1_新春対談（七）1214.indd   10-11 2018/12/14   13:13:14



老健 2019.1● 1312 ●老健 2019.1

January Vol.29 No.10
新春対談 老健施設の在宅復帰・在宅支援機能強化に向けた役割1

特集

ますが、法律の目的や何のために行うのかなど、
常に原点を見つめていかなければいけないでしょ
う。
　介護は生活の一部なので、生活の役に立ってい
るかどうかの視点でみていく必要があります。医
療と連携しなければいけませんし、利用者の思い
や暮らしを支えるものでなければいけない。そう
した視点でみたときに、介護保険制度が硬直化し
ていないかどうかが 1 つあります。制度の運営や
実施に気をとらわれすぎている面が国、都道府県、
市町村にないのかということが原点を振り返る 1
つのポイントかなと思います。
　もう 1 つは、人口減少が平成 22年頃から始
まっていますが、介護保険制度は人が増えること
を前提につくり、運用してきました。しかし、明
確に局面が変わりました。支え手は減る一方、要

介護の高齢者は増えていくなかで、どのような仕
組みや報酬にしていくかを考え始める時期に来て
いるのかなと思います。
　次の介護報酬改定に向けては、きっとそうした
ことも大きな論点になると思うので、準備をそろ
そろ始めていきたい。
　介護医療院については、よく練られたもので、
移行定着支援加算なども設けております。希望す
る施設はぜひ速やかに転換していただきたいと
思っています。第 8 期の介護保険事業計画に向け
てどう対応していくかについては、これからの検
討課題だと思います。
東会長　介護保険制度が 20年近く経って、先ほ
ど大島局長もおっしゃられたように、制度をどの
ように持続させていくかが課題であり、中身の検
証、本当に役に立っているのか、持続が可能なの
かが大事になります。
　私たち老健施設としては、自分の施設の運営・
経営も大事ですが、老健施設が介護保険制度のな
かで、もっとできることがあるのではないか、考
えながら走らなければいけないといつも思ってい
ます。
　介護報酬がついていなくても、老健施設が取り
組まなければいけないことがあります。例えば、
地域に開かれた老健施設の役割として介護予防な
どがあります。今回の介護報酬改定では、地域貢
献という項目が入りました。具体的にこれをやる
べきだというのは示されていませんが、例えば介
護予防の一環としてフレイルの人やフレイル以前
の人に対して、老健施設にどのような関わりがで
きるのかということもヒントになります。さらに
老健施設がこうした取り組みをすることにより、
介護保険制度の持続可能性に役立つのではないで
しょうか。
　介護保険全体でみますと、正直見直すべき部分
はあると思いますし、老健施設が介護保険制度の
なかで、何ができるのかを常に考えながら取り組

んでいかなければいけません。
　介護医療院については、新しい類型といいます
が、介護療養病床から移るだけなので、まったく
新しいものができたという認識はありません。ス
ムーズに移行が進めばいいと思います。介護医療
院は、特養と同じ「住まい」という類型になって
います。その点からすると、特養も介護医療院も

「住まい」であり、グループホームやサ高住もた
くさんできてきています。
　唯一「住まい」だけではない、在宅支援・在宅
復帰の機能をもっているのが老健施設です。老健
施設ががんばっていかないと、みんな「住まい」
になってしまいますね （笑）。

介護報酬改定の評価
東会長　次は今回の介護報酬改定についてです
が、老健施設は、入所の施設類型が 5 つに細分化
され、在宅復帰・在宅療養支援機能に対する 10
項目の評価指標が設定されました。各施設が在宅
復帰率をはじめとするさまざまな機能を発揮する
ことで、できるかぎり上の類型をめざすことが可
能になりました。
　今回の改定に込められた老健施設への役割や期
待について教えてください。
大島局長　先ほど東会長がおっしゃられたよう
に、介護保険法を改正し、老健施設の役割として
在宅復帰と在宅支援を明確に位置づけたことが大
変重要だと思います。それもあって、従来の介護
報酬では加算で対応していたものを基本報酬の形
に組み替えました。相当大きな改定、改革だった
と思います。
　そこにさらに 5 つの類型を設けて、皆さんが次
の段階にステップアップできるような工夫をして
います。いままでの介護保険の報酬体系と比べる
と、画期的なものとなっています。

　これをどのように活かしていくのか、こうした
枠組みをどのようにそれぞれの施設が受け止めて
いくのかについては、今年度と来年度で一定の評
価が出てくると思います。そこはきちんとチェッ
クしたいと考えています。
東会長　いま大島局長が今回の改定は画期的だ
とおっしゃられました。前回、平成 27年にマイ
ナス改定だったときは、どこに行っても「非常に
厳しい」という声しか聞かれませんでした。しか
し、今回の改定は現場からの声を聞くと、確かな
手ごたえを感じます。
　先般、沖縄県に行きましたが、 5 年ほど前に訪
れたときには沖縄の老健施設は在宅強化型がゼロ
でした。しかし、今回の訪問ではなんと 3 分の 1
の施設が在宅強化型か超強化型の施設となってお
り、すごいなと思いました。沖縄県老人保健施設
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協議会が地域一丸となって各施設の状況を分析し
て、アドバイスをしているようです。
　重度者対応で算定している施設もあるし、王道
である復帰率や回転率で算定しているところもあ
ります。また、複数の組み合わせで算定している
施設もあります。今回の改定は 1 パターンで上の
段階に上がるのではなく、例えばいろいろな登山
口から山の頂上まで登れるように、ステップアッ
プのルートがたくさんあります。沖縄の老健施設
がステップアップしているのも、 1 つの評価指標
に取り組んだだけでなく、いろいろな項目の組み
合わせで上がっているのではないでしょうか。そ
れは施設の実情や地域性なども関係してくると思
います。
　 5 年ほど前に沖縄の会員の方から聞かれたのは、
沖縄は人もいないし、景気も悪いし、過疎化して
いるので、在宅復帰は厳しいという声だけでした。
しかし、今回は非常に活気があって、皆さん元気
で、 5 年間でこんなに良くなるんだなと感じまし
た。
　このように前回のマイナス改定を経てから、今
回の改定で一気に火がついたところが多かったと
聞いています。各地域で増収したという施設の話
が聞かれ、いままでは従来型だったところが、が

んばって基本型や加算型、在宅強化型とステップ
アップして増収につながり、活気もでてきている
のではないでしょうか。
　そうしたなかで必ず言われる言葉は、「稼働率
は下がりました」ということです。ただ、稼働率
の低下自体は今回の改定のせいではなく、ここ 3
～ 4 年でだんだん厳しくなっており、入所待機者
も少なくなっている傾向はありました。こうした
状況のなかで機能を強化すると、当然稼働率も
90％台後半だったのが、95％になり、90％台を
切り…と下がってきます。
　それでも経営的には増収になったという声が聞
かれるので、一定の手ごたえを感じています。

介護人材の確保
東会長　大島局長は最初のお話のなかで、人手
不足への対応を課題にあげていましたが、実際現
場では介護人材の確保が急務となっています。
2025年度末までに 55万人の介護人材を確保する
必要があると見込まれていますが、国の施策とし
て、今年 10月の消費税率引き上げに伴うさらな
る処遇改善や、介護ロボットや ICT活用の推進、

「介護」の在留資格創設による外国人人材の受け
入れなども進められています。
　介護職員の人材確保や処遇改善などについてど
うお考えですか。
大島局長　介護の人材不足については、報酬の
低さという問題もあると思います。これについて
は今年 10月の消費税率引き上げに伴う処遇改善
があるので、適切に行いたいと思います。
　一方、それを機に介護現場や介護業界の仕事の
良さについて、処遇面とあわせて若い人たちにも、
もっと発信しないといけないかなと考えています。
　世間でいわれているイメージがあまりにも悪い
のですが、実際はもっと良い職場です。もちろん、
施設や事業所の間では差があります。ただ業界全
体でみれば、安定もしているし、人からも喜ばれ
る仕事ですので、問題があれば業界のなかで転職
すればいいわけです。この業界のなかには一生働
けるサービスニーズがあるので、きちんと発信し
ていく必要があると思っています。
　こうしたイメージアップについては、厚生労働
省が行う部分もありますが、全老健をはじめ関係
団体と一緒になって同じ目標・目的のもとで進め
させていただければと思います。
　その上で、外国人の話がありますが、高齢者や
女性、就職氷河期で非正規の身分になっている人
たちなど、まだまだ探せば潜在的に働ける人はい
らっしゃいます。特に高齢者については、65歳
以上人口は 2040年までは増えていくため、そう
した人たちをどのように取り込んでいけるか、ど
うしたら参入してもらえるかも重要なポイントだ
と思います。
　全老健で取り組んでいる介護助手についても、
非常に参考になるため、国としてもぜひ後押しさ
せていただきたい。考えられることはすべてやっ
ていくぐらいのことでいかないと、人手不足の問
題は乗り切れないと思います。
　外国人人材の問題については、いまの新たな在

留資格は日本国内で考えられる手を尽くしつつ、
足りないところを外国人人材で対応するという考
え方です。先ほども述べましたが、本当に深刻な
時期は 2025年以降にやってきます。そのために
間口はつくっておくべきです。高齢者の間口、女
性就労の間口です。また ICTの活用という間口。
さらに、それらを適切に施設や事業所で導入する
ための職員の意識改革や業務の分析・仕分けなど
をきちんと用意して、どれも進めていってどこも
高めていっていただきたい。
　これらは喫緊の課題であると同時に、息の長い
取り組みです。特に ICTについては、いいもの
も出始めていますので、積極的に活用すべきです。
それに対する国の支援も考えなければなりません。
東会長　私は人材確保の問題を 2 つに分けてお
話ししたいと思います。 1 つは「攻め」で、もう
1 つは「守り」です。
　攻めというのは、新たな人材を確保することで
す。例えば外国人の方にお願いして介護現場に
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入ってもらう。例えば、介護福祉士養成校に外国
人の方に留学という形で入ってもらい、養成校
ルートの介護福祉士として現場にきてもらう。養
成校については日本人の方も含めて入ってもらっ
て充足させて、介護福祉士がもっと増えるように
していくことです。あとは、潜在介護福祉士が
40万人いるといわれているため、そうした人た
ちに現場に戻ってきてもらう。こうした介護現場
に人を入れるということが攻めです。大島局長が
おっしゃった、いろいろな間口を用意することに
なります。
　もう 1 つは守りです。他の業種と違って介護の
現場は離職率が高いため、いま現場にいる職員を
大事にすることが非常に重要です。この人たちが
どんどん辞めてしまうと、新しい人材をいくら入
れても意味がありません。
　ICTやロボットは、実はこの守りの部分を補
うものです。社会保障審議会介護給付費分科会で
も資料が出ていますが、介護福祉士と介護職の離
職理由で一番多いのは給料ではなく、職場環境で
す。職場環境にもいろいろな要素はありますが、
職場環境に不満をもって辞めていく人が多い。
だったら、私たちは職場環境をきちんと整理する
という責務があるのではないでしょうか。

　こうした守りなしで、新しい人をどんどん入れ
ていってもだめです。職場環境をきちんとして離
職を防ぎ、働く人に長い間気持ちよく働いてもら
えることが大事な守りの部分です。
　例えば ICTを導入して、記録作業の省力化を
図ることも「守り」としての効果があるでしょう。
　また、大島局長がおっしゃった介護助手につい
ても、職場環境の改善効果が大きいと考えていま
す。介護助手には介護自体をやってもらうわけで
はなく、介護職のサポートをしていただきます。
介護助手を老健施設に入れることで、職場環境が
良くなることはすでに実証されています。私が運
営している老健施設でも、介護助手導入後は離職
やうつ病の発生率が減っています。こうした職場
環境を良くする取り組みも人材対策においては大
事だと思います。

認知症対策の推進
東会長　昨年 8 月に、全老健は医療・介護等の
関連団体とともに、政府一丸となって認知症対策
を推し進めていくことを求める要望書を自民党に
提出しました。現在の認知症対策についてのご認

識と、課題についてどうお考えですか。
大島局長　認知症は高齢期における最大の不安
の 1 つであり、高齢化が進むなかで、ますます大
きな課題になってきています。
　認知症の有病率はいまの日本の実態では 85歳
で 4 割、90歳で 6 割、95歳で 8 割となっていま
す。女性の平均寿命は 90歳近いため、誰でも認
知症になる、当たり前の老化現象です。これをど
のように社会や地域が受け止めていくかという問
題設定ではないかと思います。
　もちろん、予防や治療の薬には期待しています
し、研究開発の支援もしていくことになります。
ただ効果的な薬が開発される時期がいつになるか
わかりませんので、こうした老化現象について社
会としてきちんと受け止めていくことが必要にな
ります。
　これはいろいろな生活場面にわたります。買い
物や通院、食事などさまざまな生活環境のなかで、
より円滑に暮らせる仕組みをつくらなければいけ
ないと思います。
　予防については、発症を遅らせることは可能だ
と思います。認知症発症のリスク因子はわかって
きていますので、糖尿病を予防したり、運動した
り、食事に注意したり、あるいは難聴を改善した
り、そうしたことも同時に取り組んでいくことが
必要でしょう。
　冒頭で地域共生社会や人手不足のことを申し上
げましたが、それと並ぶほどの位置づけで認知症
対策は取り組むべき課題だと考えています。
東会長　私が初めて大島局長にお会いしたのは、
局長が初代の認知症対策室長に就任されたときで
す。当時の私は全老健ではなんの役職にも就いて
いませんでしたが、それ以来のご縁です。その後、
大島局長は認知症対策室長から老健局長になられ、
私も全老健の会長を務めています。大島局長は行
政として、私どもは介護サービス事業者として、
認知症を避けては通れません。現在、老健施設に

入所している方の約 9割が認知症をおもちですの
で、これは避けては通れない。
　そのなかでも、認知症のリハビリやケアについ
ては、老健施設は得意であり、当然取り組んでい
ます。しかし、今後は、もう一歩踏み込んでいく
べきだと考えています。先ほど、老健施設は介護
報酬にないものも手がけていく必要があると申し
上げました。例えば認知症の予防については、早
期のフレイル対策です。身体的なフレイルだけで
なく、認知機能のフレイルもあるため、そうした
ところから老健施設が関わっていけるのではない
かと思います。
　認知症といっても、かなり重度の方から認知症
になりかけの方もいます。重度になってしまうと
症状が良くなるのは難しいですが、最初のフレイ
ルや MCIレベルの段階で適切な関与をすると、
認知症が急激に悪化することはありません。私ど
も全老健がモデル的に取り組んできた介護予防サ
ロンに、あらゆる老健施設が取り組めば、認知症
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に対して早期かつ適切な介入ができると思います。
　老健施設には認知症の評価ができるスタッフも
そろっていますし、医師もいます。認知症を正し
く評価して介入することが老健施設ならできると
思っています。介護予防サロンのような取り組み
こそが、国民や地域に求められているのではない
でしょうか。

リスクへの対応
東会長　医療機関はもちろん老健施設において
も、いろいろなリスク因子をもっています。感染
症や利用者の転倒だけでなく、地震や台風など自
然災害も大きなリスクだといえるでしょう。老健
施設もそうしたリスクに対応しながら運営してい
ます。
　全老健ではリスクマネジメントを行う人材を養
成するためのリスクマネジャー養成講座を平成
19年からスタートし、リスクマネジャー資格認
定制度を設けています。こうした介護サービスに
おけるリスクやリスクマネジメントについてどう
思われますか。
大島局長　全老健で、ずっとリスクマネジメン
トに取り組んでおられることは知っています。
　介護全体でみると、訴訟リスクが大きいですね。
拘束の問題や虐待の問題などもあります。
　介護の現場には当然利用者がいますが、職員
あっての介護サービスでもあります。そのため、
両方のリスクの管理が必要になりますが、そうし
たことがリスクマネジメントにもつながると思い
ます。
　職員のケアというか、職員がいろいろなリスク
にさらされていることをどう支えていくかは介護
だけでなく、労働安全衛生の話になるのかもしれ
ません。そうしたことは重要なことだと思います。
東会長　大島局長がおっしゃられたように、利

用者を守ることは当然ですが、施設や職員が訴え
られることもあります。利用者を虐待したとして
訴えられることもありますし、それが怪我や死亡
につながることもあります。あってはならないこ
とですが、それだけ現場にストレスや職員が抱え
るものがあるのでしょう。拘束しないで、認知症
の厳しい BPSDにも対応しており、虐待につな
がらないよう気をつけながら、本当に現場は大変
だと思います。そのあたりについて、局長がおっ
しゃるとおり職員のリスク管理と利用者のリスク
管理を並行して取り組んでいかなければいけませ
ん。
　その意味では、老健施設だけではなく、いろい
ろな介護現場での対応が必要になります。医療の
現場では医療安全への対応が求められ、それに対
する報酬もついていますが、介護の分野では拘束
してはいけないよというだけで、リスク管理があ
まりいわれてきませんでした。だから台風などで
被災した介護施設の利用者が全員亡くなってしま
うといった事象のように、災害にきちんと対応で
きていなかったと思います。これからはいろいろ
なリスクを予測して把握し、対応していくことが
介護現場にも求められる時代といえるのではない
でしょうか。

老健施設への期待
東会長　老健施設は、全国に約 4,000の施設があ
り、在宅復帰・在宅支援をはじめとした介護サー
ビスを各地域で提供しています。老健施設に対す
る期待をお聞かせください。
大島局長　老健施設の役割・ミッションはすで
に明確になっています。それをいかに実現するか
だと思います。私たちと、全老健をはじめとする
関係団体が同じ目標に向かって、より良いものを
めざしていければと思っています。

東会長　私からの厚労省への期待としては、や
はり介護保険制度を持続させていただくことです。
介護保険制度が持続してもらわないと、介護サー
ビスも成り立ちません。老健施設のことはもちろ
ん応援してもらいたいし、厳しく指導していただ
きたい。しかし、介護保険制度がいまから 10年、
20年、30年続くことが一番大事なことです。老
健施設のなかでも、スタートして数年の若い施設
もあります。介護保険が成り立たなくなると大変
です。そこはよろしくお願いしたいと思います。
　最後に新年ということで、私の夢といいますか、
希望をお話しさせてください。現在、政府はアジ
ア健康構想を進めており、日本の介護をアジアに
輸出しようという話があります。
　あまり言われていませんが、老健施設は世界中
で日本にしか存在しません。ヨーロッパにもアメ
リカにもどこにもない。高齢者にリハビリを提供
して悪化を予防しながら、在宅も支援する仕組み

は世界中みてもどこにもありません。
　現在、アジア各国でも急激に高齢化が進んでい
るので、老健施設の仕組みを輸出することは非常
に良いアイディアだと実は思っています。政府か
らは日本的介護の輸出という話は聞いていますが、
老健施設はどこにもないため、日本から海外に老
健施設の仕組みを提案することはいかがでしょう
か。
　他の国でも在宅で介護をしている人が非常に多
くなっています。例えばドイツでは在宅介護に疲
弊し、現金給付ではとても対応できず、しかも施
設にも預けられないため、日本の老健施設に興味
をもち始めているという話を聞きます。アジアに
対しても、いまから中国や台湾、ベトナムなどに
老健施設を輸出することが良いのではないかと考
えています。
　本日はありがとうございました。本年もどうぞ
よろしくお願いします。
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