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　全老健創立30周年記念式典の開催にあたり、
第5期となる現執行部の会長と副会長6名にお
集まりいただき、座談会を開催した。
　それぞれが全老健の会務に関わるきっかけや、
これまでの活動で深く印象に残っていること、
今後に向けた課題などを語っていただいた。

モデル事業から32年 
先達が道を切り拓いたいまがある
―まずは全老健が創立30周年を迎えられまし
たことを心よりお祝い申し上げます。最初に、東
会長に、この30年を振り返り、いまの率直な想
いをお聞きしたいと思います。
東会長：全老健は創立して30周年ですが、老健
施設そのものの発端は、その2年前の1987年に
厚生省（現厚生労働省）が老人保健施設のモデル
事業として全国7か所で実験的な運営をスタート
させたところに遡ります。
　とりあえず、病院と在宅をつなぐための「中間
施設」との位置づけは示されていたものの、医療

機関でもない、特養でもない全く新しい形の施設
類型をどう運営していくか。7施設の先達の皆さ
まのご苦労は、いまの我々の想像を超えるもので
あったろうと推測いたします。何もないところか
ら、手探りで試行錯誤しつつ道を切り拓いてくだ
さったことで、現在の老健施設があると思うと、
改めて先達のご苦労を讃えたいと思います。

先輩理事との会食で熱く語り合い 
「いろいろなことを教わった」
―全老健の会務に関わることとなったきっか
け、また、これまでで最も印象的なエピソードを
教えていただけますか。
東会長：私は川合秀治名誉会長が理事だったとき
に声をかけていただいたのが始まりです。最初は
学術委員会の委員として関わらせていただきまし
た。
　これまでのことで印象に残っているのは、リス
クマネジャー制度の創設でしょうか。当初、私は
「管理医師研修をやるべき」と提言していて、そ
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のことを機関誌『老健』の巻頭言に書いたのです
が、全国の会員施設の先生方からお叱りを受けま
して…。というのも、その頃、医師の雇用に難儀
している老健施設も少なくなく、そんな状況下で、
その上、医師に研修要件を課すなどというのは現
実的ではない、というのがその理由でした。当時
の漆原彰会長からも、「さすがにそれは時期尚早
ではないか」と言われ、だったら、ちょうど医療
で医療安全管理者の養成が始まっていましたから、
「リスクマネジャーの養成研修はどうか」という
提案をしたのです。結果、現在までに約2,100名
のリスクマネジャーが誕生し、各施設のリスク管
理とともに、サービスの質の向上に寄与してくれ
ています。
　また、2014年に私が会長となってからは、公
益社団法人全国老人福祉施設協議会や、公益社団
法人日本認知症グループホーム協会、公益社団法
人日本看護協会、公益社団法人日本介護福祉士会
といった関連団体と連携して署名活動をしたこと
などが、印象に残っています。
平川副会長：私が全老健の仕事をやらせていただ
くことになったのは、20数年前になります。も
しかしたら、ここにおられる先生方のなかでは一
番古いのかもしれません。1995年に八王子市に
自施設を開設しましたが、しばらくは右も左もわ
からない状況で、とにかく老健施設に関しての情
報交換や学びの場がほしかった。そこで、一般社
団法人東京都老人保健施設協会ができるのを待た
ずして、八王子市内8か所の老健施設で八王子老
人保健施設協議会をつくり、自主研修などを始め
ました。その話をどこかで聞かれた漆原名誉会長
がわざわざ八王子まで来られて、「一地域でこん
な熱心な取り組みをしているのは珍しい。ぜひ、
全老健の仕事も手伝ってほしい」とおっしゃいま
した。以後、全老健では主に研修事業を担当させ
ていただきました。
　印象深いのは、とにかく、当時の老健施設経営

者の先生方が皆、熱い志をもっておられたこと。
各地で老健施設の数も右肩上がりで増え、研修会
も500人規模を超えることは当たり前で、ミニ地
区大会のような盛況ぶりでした。研修会を終えた
あと、当時の先輩理事の方々との会食では、今後
の老健施設のめざす道などを熱く語り合ったもの
です。どんな教科書にも書かれていない、いろい
ろなことをそこで教わり、あの時間は本当に勉強
になりました。いま振り返っても、得がたい経験
だったと思っています。
三根副会長：私は全老健の会務に関わるよりずっ
と前に、父を手伝う形で、地元である福岡県老人
保健施設連絡協議会（名称、当時）の運営に関
わっており、1990年には当時まだ30代前半だっ
た私に、次世代育成という名目で、その連絡協議
会の副会長の任が与えられていました。そのとき
の連絡協議会の会長が全老健の初代会長、矢内伸
夫先生であったため、いろいろと教えていただき
ました。その後、2002年に福岡県で開催した全
国大会が成功裏に終わり、県支部でその実行委員
をしていた私に、当時の漆原全老健会長から「全
老健の大会委員をやらないか」と声をかけていた

左手前より時計回りに、三根副会長、東会長、平川副会長、今村副会長、折茂副会長、本間副会長
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だき、全老健での仕事が始まりました。
　その頃、大会の抄録集が電話帳のような厚さに
なっており、福岡大会では1冊では足らず2冊に
なるということで、思い切ってCD-ROMにデー
タを収納し、紙を大幅に減らす方式に変えました。
あとは、全体懇親会を福岡ドーム（現ヤフオク
ドーム）を借り切って実施したのも、当時として
は思い切った試みでした。
折茂副会長：私は以前、一般社団法人日本介護支
援専門員協会の常任理事を務めていた時代があり、
その関係の委員会で東先生と出会い、雑談させて
いただいたのがきっかけです。もっとも、それは
あとから知った話で、直接には、公益社団法人群
馬県老人保健施設協会の集まりで、当時の川合会
長に声をかけていただいたのが始まりです。なん
でも、あとで聞くと、東会長が推薦してくださっ
たとのことでした。その後、全老健の研究事業の
委員を務めさせていただくことになりました。
　特に思い出深いのは、やはり「R4システム」
です。最初に当時の髙椋清副会長（現顧問）から
レクチャーを受け、必死に理解を深めていった理
論が、後にR4システムとしてまとまったこと。

そのための検討委員会で名称をどうするかという
話になったとき、東先生の「老健施設のローマ字
の頭文字“R”はどうだろう」との発言で、全会
一致でR4システムに決まったことは、いまでも
よく覚えています。1冊のテキストとして2010
年の岡山で開催した全国大会に合わせて無事発刊
できたときは、感慨深いものがありました。

全国集会の熱いエネルギーと 
東日本大震災の団結力を忘れない

本間副会長：私はいまから19年前、ある団体が
仙台で開催していた医療介護セミナーに聴講者と
して出席し、そこで演者として登壇された、当時
全老健の常務理事をされていた川合名誉会長に、
休憩時間に私から声をかけさせていただいたのが
始まりです。当時の私はといえば、あまり老健施
設の理事長らしからぬ格好をしておりまして
（笑）、私が「はじめまして。福島県で老健施設を
やっております」と名刺を出して自己紹介したと
ころ、川合名誉会長はちょっと驚いたような顔を
していらっしゃったのをよく覚えています。その
インパクトのせいかどうかはわかりませんが、後

日、川合名誉会長自ら私の施設に連絡をください
まして、「全老健で一緒に仕事をしないか」と
誘っていただきました。当時、全老健の常務理事
から直接電話をいただく機会などなかったもので
すから、私を含め施設のスタッフたちも、これは
一大事だと大騒ぎでした。その後、施設内医療検
討部会の部会員として学術調査研究に関わらせて
いただくことになりました。そのときの部会長が
確か、東会長だったと思います。
　私にとって思い出深い出来事といえば、2つあ
ります。1つは2008年6月に行った「介護職員
の生活を守る緊急全国集会」で、約3,000名が日
比谷の野外音楽堂に集まったこと。直前まで降っ
ていた大雨が集会開始と同時にピタッと止み、終
わるとまた降り出すなど、天気まで味方につけた
あの熱い現場のエネルギーは、忘れられません。
　そしてもう1つは、東日本大震災です。一般社
団法人福島県老人保健施設協会の会長として、な
すすべもなく八方塞がりだった私を、会員施設の
皆さまがご支援くださり、どうにか難局を切り抜
けることができました。あのときの団結力も忘れ
られません。

今村副会長：私は1996年に鹿児島で老健施設を
始めたのですが、当時の公益社団法人鹿児島県老
人保健施設協会の有村周雄会長から「全老健の仕
事を手伝ってほしい」と言われまして、学術委員
会の委員として関わらせていただきました。
　関わってきた期間は長いのですが、昨年から副
会長に就任したので、副会長としての経験は浅い
ということになります。
　これまでを振り返って感じるのは、当初こそ、
“老健施設は新しく将来性のある職場”として活
気があったのですが、超高齢化、生産年齢人口の
減少に伴い、徐々に落ち着いてきたな、というこ
とです。もちろん、現場はいまでも皆、誇りを
もって働いているのですが、周囲のイメージが変
わってしまいました。

より魅力的な会員支援サービスを 
時代の変化に柔軟に対応してゆく
―今後に向けて、それぞれのお立場からの課
題や展望をお聞かせください。
平川副会長：課題は、やはり人材問題です。これ
については、まずは介護という業務をきちんと切
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り分けることが必要です。その上で、より専門性
に特化した“認定介護福祉士”への道筋を整備し、
できれば業務独占の項目をそこに入れ、介護福祉
士のステータスを上げたいと考えています。また
一方で、東会長が数年前から推進している“介護
助手”のような、専門資格がない方でも担える人
材雇用の整備を同時に進めていくことも重要です。
　今後、生産年齢人口は減少する一方ですから、
お元気な高齢者にはぜひとも介護助手として活躍
していただきたいのですが、その際、私はその職
種そのもののイメージアップ、いわゆるブラン
ディングも大切ではないかと思っています。例え
ば、シルバー人材センターでの仕事をする方がよ
く着ているような作業服がありますね。それを否
定するわけではありませんが、できれば、老健施
設の介護助手はもっとお洒落なユニフォームにし
たらどうか、と。着る本人もちょっと気分がよく
なるような、周りからも「素敵だな」と思われる
ようなユニフォームです。たかが制服ですが、さ
れど制服。特にこれからの団塊の世代層にはこだ
わりをもつ方も多いですから、着ていてみじめな
気分にならない、かっこいいユニフォームがある

のは、1つの訴求力になるのではないでしょうか。
東会長：なるほど。元気高齢者人材は、今後、さ
まざまな業界から引く手あまたになるでしょうか
ら、そのなかで「介護助手は、スマートでいい」
というイメージがあるといいですね。
三根副会長：総務の立場から言うと、今後、会員
数は、減りこそすれ増えることは期待できないで
しょう。そんななか、安定的に当協会の財源確保
を図っていくためには、会員であることのメリッ
トをどう示せるかがカギになると思っています。
私はその柱は、研修と相談業務だと考えます。い
かに会員の皆さまに有益な内容の研修会を企画で
きるか、さらに、いかに会員の皆さまからの相談
に正確かつわかりやすく応えられるか。つまり、
より魅力的な会員支援です。
本間副会長：私が管理運営の立場から言うことは、
まさに三根副会長のお話のとおりです。東会長か
ら引き継いで担当させていただいているリスクマ
ネジャー養成講座が、今年で12年目になります。
受講者は年々増えているものの、まだ老健施設全
体からしたら何分の1かの人数です。リスク管理
は介護に限らず、近年、一般企業にとっても重要
なテーマです。リスクの種類も時代の変化ととも
に変わってきており、養成講座の内容も、バー
ジョンアップしています。今後は、引き続き、よ
り多くの方たちに受講していただく工夫をすると
同時に、一般社会に向けて、老健施設利用におい
て不可避のリスクはあるということの周知を図っ
ていく必要があると考えています。
　また、将来的には、全老健にもカスタマーセン
ターのような会員専用相談窓口を設けることも検
討しなければならないでしょう。年々複雑化する
加算の解釈や、介護報酬改定による変更事項など、
現場からの細かな疑問に対応できるサービスがあ
れば、会員獲得のインセンティブにもなるのでは
ないでしょうか。
折茂副会長：私からは、介護の科学化、ICT化

を今後の課題としてあげ
たいと思います。介護業
界は一般企業と比べ、ま
だまだICT化が遅れて
いるため、まずは、整備
と意識改革をなんとか加
速度的に進めていき、そ
の先にあるAIの活用も
構築できる状況にまで
もっていきたい。それに
より、リスクも確実に軽
減するでしょうし、何よ
り最終的には利用者の自
立支援に寄与するはずで
す。そうしたことを全老健が率先して行うことで、
介護業界全体を牽引していけるのでは、と思って
います。
今村副会長：私は公益社団法人全日本病院協会の
医療制度・税制委員会の委員でもあるため、以前
から、全老健においても、病院団体との関係をも
ちつつ、同様の役割を務めさせていただいており
ます。税制担当として、直近の課題は、やはり消
費税問題です。ただ、老健施設の場合、病院と比
較すれば、影響はそれほど大きくはないと予測し
ていますが、はたしてどうなるか。しっかりと観
察し、冷静に分析していかなければなりません。
東会長：各先生からさまざまなご意見が出たとこ
ろで、最後に私が会長として総括的に課題と展望
を申し上げるなら、これから老健施設が進むべき
方向性は、以下の2つに集約されます。
　1つは、引き続き「在宅支援」機能を強化しつ
つ、「地域貢献」活動を推進していくこと。2つ
目は、老健施設単体ではなく、介護団体が一致団
結し、医療業界としっかり連携することです。特
に、医療も介護も併せもつ職域団体である全老健
としては、両者連携を深めていく接着剤的な役割
が発揮できればと思っています。

　また、先ほど三根副会長から「今後、会員は減
少するだろう」との話がありましたが、私も同様
の危機感を抱いています。本間副会長からは、そ
れを防ぐ意味でも、「カスタマーサービスなど、
より魅力的な会員支援サービスが必要だ」、平川
副会長からは「介護助手という職種のブランディ
ングを図っていく」といった具体案も出ました。
それにも、大きく同意します。
　私は、今後の展望として、「この施設は全老健
の会員である」ということ自体が、対外的にブラ
ンドとなるような仕組みがつくれないかと考えて
います。まだ具体的な構想があるわけではないの
ですが、利用者が老健施設を選ぶ際に「この施設
は全老健の会員施設だから安心だ」と思ってもら
えるようなものです。
　もっとも、それが一定の付加価値を生むために
は、全老健自体の存在価値をさらに高め、広く一
般的にも認知されるような広報活動を同時にして
いくことも重要でしょう。
　創立から30年。この間に老健施設を取り巻く
環境も様変わりをしました。全老健も、令和とい
う新しい時代の変化に柔軟にしなやかに対応して
いきたいと思っています。

016-021特集1 座談会（四）0911.indd   20-21 2019/09/11   13:05:07


