
対 談

　老健施設の運営は、1987年、厚生省（当時）
による全国７か所での老健施設モデル事業からス
タートし、翌1988年４月１日に本格実施となった。
老健施設創設に深く関わった宮島俊彦元厚生労
働省老健局長に、誕生までの経緯を振り返ってい
ただき、途中から、山口昇全老健名誉会長にも加
わっていただいて、地域包括ケアシステムにおける
老健施設の存在意義についてもうかがった。
　なお、本対談は新型コロナウイルス感染拡大に
よる緊急事態宣言発令下の４月下旬に行われたた
め、山口名誉会長とはインターネット回線を使った
ビデオ通話となった。山口名誉会長の写真がパソ
コンの画面越しであることから、画像が粗く見え
づらい点をお許しいただきたい。

――はじめに、宮島元老健局長に、老健施設創設
当時のことをうかがいたいと思います。30年以上
前になりますが。
宮島：私は30代前半でしたね。まだ老人保健部が
計画課と老人保健課の２課体制の頃で、私は課長
補佐でした。当時、そのたった２課で老人患者負担、
老人保健拠出金、老人診療報酬、保健事業など多
くの課題を抱えていましたので、課長補佐とはいえ、
かなりの仕事を任されており、大変やりがいがあっ
たものです。1986年の冬の老人保健法改正法案国
会提出時と1988年４月の施行前などは、ほとんど役
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パソコンに映る山口名誉会長と話をする宮島元老健局長。対談は、都内の会議室にて広
島のご自宅におられる山口名誉会長とインターネットのビデオ通話機能を使って実施した。
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所に泊まりこむような毎日でした。
　老健施設は、そのときに「老人保健施設」との名
称で法律に明記されました。議論は1985年に遡りま
す。省内に「中間施設に関する懇談会」が設置され、
新しい施設類型の検討が始まり、社会的入院問題
の解決を図って、改正法案に規定されたわけです。
前例のないまったく新しい施設ですから、まずはモ
デル事業を実施し、その結果を国会に報告するとい
う条件つきでの成立でした。いまの若い職員の方々
にとっては、物心ついたときから当たり前のようにあ
る老健施設ですが、その誕生は、なかなか難産だっ
たわけです。
　法案成立後、1987年１月にはモデル施設７か所を
指定しました。予算措置でのモデル事業で期間も限
られたので、大規模なものをつくるわけにはいかず、
７か所・計229床で実施が始まりました。内訳は病
床転換型が22床、病院併設型で１か所50床のとこ
ろがありましたが、他はそれぞれ30床程度でした。
モデル施設が設立されてから、私はその７か所を視
察して回りました。調査の上で基準をつくり、それを
国会に報告しなければならなかったからです。
――モデル７施設は、どのように選んだのですか。
宮島：募集をして手挙げしていただいて、割とすんな
りと決まりました。手を挙げてくださった方々の顔ぶ
れを見て、「この方たちなら、お任せしても大丈夫だ
ろう」と確信しました。運営主体の法人種別もさま
ざまで、病院併設型が４か所、病床転換型が１か所、
特養併設型が２か所と、ちょうどバランスがとれてい
たのもよかったです。

――施設開設当初のモデル施設の様子を記録した
写真のなかに、若き日の宮島元局長の姿もあるよ
うですね。
宮島：若造の厚生事務官が調査に来たものですか
ら、当時の理事長の方々には、からかわれましたよ
（笑）。佐久総合病院の若月俊一先生からは、「この
壁紙はスウェーデンからわざわざ取り寄せているし、
この椅子はイタリア製だよ。施設療養費は50万円は
いただかないと見合わないな」などと言われ、水間
病院の河崎茂先生も、「エントランスは大理石でつ
くったから、療養費は50万円くらいかな」とおっしゃ
るし、皆からけん制されました（笑）。もちろん、そ
れは冗談だったわけですが、療養費をいくらに設定
するかという問題は、実際なかなか難しく、懇談会
でも議論の焦点となりました。
　もう１つ、懇談会で最後までもめたのは、施設機
能についてでした。家庭復帰をめざすのか、重度者
の長期療養を担うのか――。老健施設はそのどち
らをめざすのか、という議論です。
　当時、社会的入院が問題視されていて、とはいえ
特養の数も十分ではなく、寝たきり老人はどこで面
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モデル７施設　（施設名は1987年当時）
病院併設型：佐久総合病院老人保健施設（佐久総合病院　長野県）

　　　　　　老人保健施設希望ヶ丘（水間病院　大阪府）
　　　　　　老人保健施設青海荘（武久病院　山口県）
　　　　　　老人保健施設伸寿苑（南小倉病院　福岡県）
病床転換型：中町赤十字老人保健施設（中町赤十字病院　兵庫県）
特養併設型：老人保健施設晴山苑（晴山会　千葉県）
　　　　　　小山田老人保健施設（青山里会　三重県）
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倒をみるのかが社会問題となっていました。したがっ
て、老健施設も「重度者を受け入れ、家族の負担を
軽減することが必要だ」という強い意見があったの
です。一方、「新しい施設類型なのだから、既存の
老人病院や特養とは違う機能をもたせるべきで、家
庭復帰機能を第一に考えよ」との意見もありました。
　ともあれ、議論の結果、施設療養費は20万円強
となり、老健施設の機能も、その理念に在宅復帰
機能を掲げることになりました。その他、施設・設
備基準、人員配置基準についても、特養と老人病
院のまさに“中間的な”線に落ち着き、国会報告を
経て、1988年４月に無事施行されました。
――ありがとうございます。ここから全老健の第２
代会長を務められた山口昇名誉会長に、ビデオ通
話をつなげます。

山口：よろしくお願いいたします。宮島さん、大変ご
無沙汰しております。お元気ですか。
宮島：山口先生、こちらこそご無沙汰しております。
おかげさまでなんとか元気にしております。
――時期的に、全老健としての宮島元老健局長と
の関わりは、矢内伸夫初代会長のほうが色濃かっ
たのでしょうか。矢内初代会長は、前述の７モデ
ル施設の１つの施設長でもありましたから。
　山口名誉会長と宮島元老健局長との接点という
と、どのあたりになるのでしょうか。
宮島：そうですね。対全老健という立場では、矢内
先生とのほうが接点は多かったかもしれません。私

は老健施設創設が一段落した後は山形県に赴任
し、その後、しばらく高齢者介護の仕事からは離れ
ていましたので、山口先生と本格的にお付き合いさ
せていただくことになったのは、中央省庁再編で厚
生省が厚生労働省になった2001年以降、私が国民
健康保険課長の時代からだったと思います。山口先
生はその頃、全国国民健康保険診療施設協議会の
会長をされていましたから、私のいた国民健康保険
課とは、頻繁に意見交換をしていました。
山口：ただ、広島県尾道市御

み

調
つぎ

町
ちょう

の老健施設（注：
みつぎの苑）の設立が1989年３月ですから、そこに
向けた前段階で、宮島さんのおられた厚生省老人保
健福祉局とはいろいろとやりとりをさせていただい
た記憶があります。我 と々しては、「これまでにない
全く新しいタイプの施設をつくるんだ」ということで、
かなり思い入れがありました。御調町では、当初か
ら「在宅支援のために老健施設が必要」という目的
がありましたので、まさに老健施設の基本理念どお
りのものをつくろうと、意気込んでいたのです。
　宮島さんの印象は、まず「この方は現場を非常に
大事にしてくれている」というものでした。現場の人
間と本音で話ができる、こういう官僚は多くはおら
れません。そういう意味で、宮島さんのことは当時
から私は非常にかっていました。とにかく優秀な方
です。
宮島：ありがとうございます（笑）。私が、山口先生
の印象で強く記憶にあるのは、1996年か1997年、
当時、私は療養型病床問題解決の糸口を探るべく、
全国を回っていて、その流れで御調町を訪ねたとき
です。そのときの山口先生の肩書は、御調町保健医
療福祉管理者。町の保健と医療、福祉までも一手
に引き受けておられて、すごいと思いました。ですか
ら、私の山口先生の第一印象は、医師というより町
長かと思ったくらいです（笑）。
　御調町では早くから山口先生がけん引する「寝た
きりゼロ作戦」のもと、出前医療（現在でいうとこ
ろの訪問診療・訪問看護）が実施されていました
し、病院に町役場の保健・福祉部門を統合させた
のも山口先生。私が視察した1996 ～ 97年には、病
院の隣に健康管理センター、訪問看護・訪問介護
ステーションが入った「御調保健福祉センター」があ
りました。また、病院から3kmほどの山の中腹部の

御調町では早くから
地域包括ケアシステムの原型が
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広い敷地には、特養、リハビリテーションセンター、
老健施設、ケアハウス、グループホームなどが集まり、
すでに地域包括ケアシステムの原型ができ上がって
いたのもすごいことです。療養型病床問題を解決す
る方策として、これが決定打だと感じたものです。
山口：一病院長にはなんの権限もありませんから、
町長・町議と話し合い、賛同を得て、ようやく成し
得た医療と行政（保健・福祉部門）のドッキングとい
う形でした。病院に行政の窓口があると、患者さん
（住民）は、いろいろとわかりやすく、利用しやすく
なります。地域包括ケアシステムは、住民を巻き込
まなければ機能していきませんからね。
宮島：まさに先見の明ですね。山口先生からは「御
調町のことは全部、俺が引き受ける」というくらいの
強い責任感、熱い思いを感じたのを覚えています。

――山口名誉会長は、初代の矢内会長からバトン
を引き継ぎ、全老健第２代会長として、1995年か
ら2002年まで、７年間にわたって全国の会員施設
を束ね、率いる役割を果たされました。当時はど
んな思いでいらしたのでしょうか。
山口：まだまだ世間一般に老健施設の周知も進んで
いないときですから、当然、苦労もありました。私
も若く、熱い意気込みももっておりましたから、いろ
いろとぶつかったこともありましたが、いま思い返せ
ばそれも含めて、良い、楽しい思い出ばかりです。
宮島：改めて、山口先生は、老健施設という施設類
型を本格的に軌道に乗せた方だと思う次第です。
――会長在任中の2000年に介護保険制度が施行
されました。全老健会長という立場で、制度施行
に向けた議論にも大いに関わられたことと思いま
す。いざ施行となったときは、どんな思いでしたか。
山口：当時、私は現場の人間としての主張を一生懸
命にしましたし、厚生省（当時）の役人の方々は、
ここで国の進む道を誤るわけにはいかないという強
い責任感で必死になっておられた。あのときは、現
場と官僚が素晴らしいタッグを組み、非常に意義あ
る議論ができたと思っています。
　ですから、無事施行されたときは、もうひと言で
は言い表わせない万感の思いが押し寄せたような感

じでした。やっと、ようやく…というホッとした思いと、
いままさにスタート地点にいるんだという高揚感。ま
た、老健施設の体制を整え、これからもっと全国に
広く浸透させていかなければ、というプレッシャー。
さまざまな思いでいっぱいになりました。
――宮島元老健局長は、介護保険制度創設時、
どのような思いでしたか。
宮島：介護保険制度について本格的な議論がされる
ようになったのは、平成になってからでした。1994
年に厚生省（当時）に介護対策本部が設置され、
基本構想の検討が開始されました。
　しかしながら、介護保険制度創設の議論の背景
は、もっと前、1980年代に遡ります。社会のなかで、
高齢化が急速に進み寝たきり老人が増えてくるなか、
その当時の医療制度や福祉制度では対応できてい
ないという強い批判がありました。特に、家庭で親
の介護をしている女性からは、いつ終わるかわから
ない「介護地獄」という声が発せられました。当時
は息子の嫁が義理の親の介護をすることが半ば当た
り前のような風潮があったのですね。
　福祉制度としては、すでに特養がありましたが、
いわゆる行政上の措置が必要で、低所得者が優先
され、一般的に利用できるような制度ではありませ
んでした。また、医療制度では、先ほども言いまし
たが、社会的入院で投薬や検査が過剰に行われて
いるのではないかという批判もあり、問題視されて
いました。
　そんな流れのなかで1988年に老健施設が創設さ
れ、老人病院についても、介護力強化病院や療養
型病床群など生活の質に配慮した取り組みが行われ

会長在任中に介護保険制度施行
「万感の思いが押し寄せた」
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ました。また、1989年には、消費税導入の財源で
ゴールドプランが策定されました。以後、特養や老
健施設の増床、いわゆる在宅３本柱（ホームヘルプ、
デイサービス、ショートステイ）の推進が図られ、介
護の供給体制が整備されました。「保険あっても介
護なし」というわけにはいかないので、介護サービ
スの提供づくり、特に在宅ケア体制を介護保険制度
に優先し実施したわけです。
　したがって、制度が始まったときは、20年以上
かかった課題解決がこれでようやく…という思いで
した。もちろん、山口先生もおっしゃられたように、
それはスタート地点でもあったわけですが。
　いま改めて振り返ると、介護保険制度施行の10
年以上前に生まれた老健施設というのは、本当に時
代を先取りしていたのだと思いますね。特に当初か
ら在宅復帰に取り組まれていた山口先生のところの
老健施設などは、名実ともに新しい類型でした。と
いうのも、当時の実態としては、理念的には在宅復
帰をめざしているが、現実的には長期療養者も受け
入れるという感じの施設も少なくありませんでしたか
ら。
　もっとも、そうした老健施設の本来機能の問題は、
2017年の介護保険法の改正で、「老健施設の役割
は在宅復帰・在宅療養支援である」と明確化されま
した。翌年の介護報酬改定でも、さらにそうした老
健施設の本来機能を高める方向でメリハリがつけら
れました。老健施設創設当初からの「家庭復帰か
重度者介護か」という議論に、そこでようやく決着

がついたのだと思います。

――先ほど、山口名誉会長も触れられていた「地
域包括ケアシステム」ですが、もともとは山口名
誉会長が御調町において命名し実践され、その後、
国へ提言した考え方です。確か、1984年、いまか
ら36年前のことだったと、以前お聞きしました。
山口：そうでしたね。自分が手術した高齢の患者さ
んが、数年後に寝たきりになって、しかもひどい褥
瘡を伴って再び病院に来る。なぜだろうと無力感に
苛まれているときに、「寝たきりは、寝かせきりが原
因なんだ」ということに気づいたのが発端でした。
そこから、高齢者本人、家族、ひいては地域全体
で協力し合って“寝かせきり”にしないケアの仕組
みが必要だと思い至ったわけです。それが地域包括
ケアシステム。解決策はそれしかない、と。
宮島：山口先生が提唱された「寝たきりゼロ作戦」
については、後にゴールドプランにも示され、「寝た
きりゼロへの10カ条」の策定へと続きます。私も、
この話はあちこちの講演で話させていただきました。
いまでも話しています。
　老健局長時代には、当時、慶應義塾大学の教授
だった田中滋先生（現：埼玉県立大学理事長）に座
長を務めていただき「地域包括ケア研究会」を立ち
上げました。その際、地域包括ケアシステムの名づ
け親である山口先生に、その名称を使用することの
お断りの電話をさせていただいたんでしたね。あの
とき、ご快諾いただいたおかげで、いまに至ります。
山口：ああ、覚えています。懐かしいですね。
――その後、地域包括ケアシステムという言葉は、
2013年に成立した「持続可能な社会保障制度の
確立を図るための改革の推進に関する法律」のな
かで明文化されました。全国の自治体では、なん
とかその地の特性に即した仕組みを構築しようと
推進を加速しているところです。そんな現状を踏
まえて、地域包括ケアシステムの専門家ともいえる
お２人に、ご意見をいただければと思います。
山口：国の法律に“ケア”や“システム”という横文
字が使われたのは画期的でしたが、その単語もいま
や皆の共通認識としてすっかり定着しました。私が

地域包括ケアシステムは
寝かせきりにしないケアの仕組み
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この仕組みの必要性を意識し始めたのは、かれこ
れ40年以上前になりますから、いま、全国で地域包
括ケアシステムを整備していこうという動きが始まっ
ていることは、本当に素晴らしいことです。
　しかし、ただ言葉が浸透している、仕組みがそこ
にあるというだけでは、意味がありません。地域で
生活する高齢者、障害者だけでなく、元気な大人、
子どもたちに至るまで、本当に住みやすい、ずっとこ
こで暮らしていきたいと思えるような安心・安全な地
域にしていかなければなりません。私はそれを見届
けたいと思っています。
宮島：地域包括ケアシステムは、最初は高齢者介護
を軸として始まった考え方ですが、いまはもう山口先
生のおっしゃるように、高齢者、障害者ばかりでは
なく、子どもの保育、小児医療、あるいは周産期、
出産も含めた広い意味をもつ、すそ野が広がった概
念に発展しています。それを市町村中心にどのよう
に構築していくか――。
　これからは、また新しい展開になっていくと私は
期待しています。ですから、医療福祉関係者は、自
施設だけに留まらず、もっと地域に出ていき、その
力を地域で発揮していただきたいと思います。
山口：おっしゃるとおりですね。宮島さんも、もうひ
とがんばり、お力添えをよろしくお願いいたします。

――最後に、これからの老健施設、また、そこで
働く職員に向けて、お２人からメッセージをお願い
します。
宮島：老健施設というのは、介護保険制度において
独特な位置づけにある施設類型です。設立当初か
ら理念に掲げている「在宅復帰・在宅支援」機能を、
実際に実現できるのは老健施設だけでしょう。また、
多職種がここまでそろっている組織も老健施設をお
いて他にはありません。
　地域包括ケアシステムのなかで、今後、在宅医療
や訪問看護、在宅介護などの分野が充実してくれば、
老健施設の在宅復帰・在宅支援機能はますます重
要になり、どの地域でも必要不可欠になります。老
健施設は、その独自性を自らの存在意義ととらえ、
しっかりと貫いていけば、地域包括ケアシステムの

全体を俯瞰し、そのリーダーとして活躍できます。
　さらに、今後、老健施設の利用により要介護度
が改善すれば、それがきちんと評価されるような報
酬改定が必ずやなされると私は思っています。
　ちょっと余談になりますが、ふだん皆さまは老健
施設のことを、略して「老健」と呼んでいますよね。
この機関誌の名前も『老健』です。私は、厚生労働
省で「老健局」という局の名称がつけられた際、辞
典で調べたのですが、そもそも「老健」という言葉
には、由緒正しい由来があるのです。中国は北宋
の蘇

そ

東
とう

坡
ば

がその詩のなかで用いています。曰く「老
いてなお健康であることが、人生にとって価値のあ
ること」だそうです。
　なぜそんなことをもち出したかというと、いま、老
健施設の現場は、新型コロナウイルスの対策も含め、
疲労困憊し、大変ななかにおられると思います。し
かし、いずれ必ずこういった事態は収束するでしょう。
ですから、どうか前向きに、「老健」という価値のある、
社会のなかでも独特の施設で働いていることに自信
をもって、その機能を十分に発揮していただけたら
と思います。
山口：とてもいいお話ですね。私からのメッセージも
宮島さんとほぼ同じです。せっかく新しいタイプの介
護施設として生まれ、在宅復帰・在宅支援をその使
命としてここまできたのですから、それをもっと地域
のなかで機能するような仕組みにつなげていってほ
しいと思っています。
　我々世代の意志を継いで施設ケアと在宅ケアの連
携に尽力されている人たちはたくさんおられます。全
老健には、そんな彼らの背中を後押しできるよう、
具体的に制度化していくための努力を、どうかお願
いしたいと思います。くれぐれも単なる在宅復帰施
設にならないように。
　老健施設とは在宅に帰った後もその生活を継続し
て支えていく施設であること。それこそが他の施設
とは違う、老健施設の良さなのだということを忘れ
ないでいただきたいです。後輩の皆さん、どうぞよ
ろしくお願いします。
――本来ならお２人には実際にお会いになってお
話しいただきたかったのですが、このような状況
下、ご不便をおかけいたしました。今日は本当に
ありがとうございました。

老健の本来機能「在宅復帰・在宅支援」
その独自性を貫いて
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