
 

　　川合秀治全老健会長と老健施設にかかわりの深い関係団体や、 

有識者との対談シリーズ「これからのケアを考える」、 

第10回目は全老健参与である岩　榮氏 

（NPO法人卒後臨床研修評価機構専務理事）をお招きした。 

昭和60年8月に出された厚生省（当時）の 

「中間施設に関する懇談会」の 

中間報告が老健施設のルーツとなった。 

このとりまとめに携わった一人である岩　氏から 

「生活がわかる老健施設の医師」に 

大きな期待が寄せられた。 

 

（編集部） 
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時々振り返って
原点に帰ることが必要

川合 この特別企画「これからのケアを考える」
のシリーズもそろそろ終わりを迎えようとしてい
ます。そこで今回からは全老健の参与をお願いし
ている三人の先生方に、学術面、リハビリ、情報
発信のあり方などの観点から、全老健はこれから
先どのようにしていけばよいのかについて、この
20年の歩みを振り返りながら大所高所からお話を
いただきたいと思います。
岩�先生は昭和59年に国立病院管理研究所の
医療管理部長になられて、まさに老健施設のルー
ツである厚生省（当時）の「中間施設に関する懇談

会」の中間報告原案にかかわられました。このなか
で、総論としての多様なニーズと、それに的確に
対応するサービスが量的にも質的にも必要だと書
かれています。全老健会長になってもう一度読み
直して、これはすごいことだと感銘を受けました。
それともう 1 つ、非薬物的アプローチを主張さ
れています。その代表がリハビリです。そういう
ことも含めまして、同懇談会の議論の一方で、岩

たと感謝しています。
リハビリを遠くに思い描きながら中間施設

のコンセプトを書かせていただきました。あの当
時は日本にそういうモデルがなかったこともあっ
て、諸外国、特に福祉先進国である北欧のスウェ

ーデンをモデルにして文献等をいろいろ参照しな
がら、それを日本の現状から将来へ向けて役立つ
ように、理想的なことを含めてつくりました。そ
のため、読んでくださる方たちには今でも新鮮に
感じられるのでしょう。
私どもは、当時の日本の状況から、あまり理想
的なことを唱えても実現は難しいだろうというこ
とで踏み込んだ記述をしていません。あくまで老
健施設という中間施設の創設を強調したつもりで
す。中間施設とは非常にあいまいな言葉であった
かもしれませんが、まさに在宅と施設の中間にあ
って、橋渡し的な位置づけをこれからめざすのが
老健施設であると書きました。
私は時々振り返って原点に帰る必要があるので
はないかと思います。医学に関して技術的なこと
や知識は大変進歩してきているとはいえ、老人に
対するケアは先端医学になじまないのではないで
しょうか。当時、私どもが訴えたのは、第三の医
療、すなわちリハビリです。まだ日本ではリハビ
リが人口に膾炙

かいしゃ

していなかった時代に、リハビリ
を普及していく第一歩の役割をこの中間報告が果
たせたらと思っていました。
川合 私は全老健会長になったとき、老健施設の
ルーツをしっかり認識しておかないと根無し草に
なってしまうと感じました。そこで、それまで2 、
3 回しか読んでいなかった中間報告をもう一度じ
っくり読み直してみると、キーワードが 3 つあり
ました。「多様なニーズ」と「多機能なサービス」、
「非薬物的アプローチとしてのリハビリ」です。こ
の 3 つを総論・各論で重視していこうと覚悟を決
めたのです。
そのなかで、「多様なニーズ」への対応が、果た
して「医療」だけで十分であるかどうかが大きな
問題です。実は先般、全国公私病院連盟と共催で
セミナーを開きました。その特別講演は大島伸一
国立長寿医療研究センター総長にお願いしました。

大島総長は腎移植医として急性期の医療をずっと
担ってこられましたが、ある日突然ナショナルセ
ンターの、しかも慢性期医療に移ることになり、
最初は戸惑ったとお聞きしています。その大島総
長から、「病院完結型医療から地域での生活の場へ
どう移行していくのかという認識が、急性期も慢
性期も含めて乏しいのではないか。病院では医療
が優先であって、生活は二の次、三の次だ。しか
し、これからの医療は生活とともに考えないこと
には不十分だ」ということをおっしゃったのです。
老健施設のルーツである中間報告にはそのこと
がにじみ出ていると思うのです。多機能なサービ
スは、医師と看護師の医療サイドだけではもう対
応できません。私は老健施設をつくった当初は、
老健施設は医療と福祉の中間で、いわゆる行政の
縦割りの弊害に“横串”を入れるものだと思って
いたのです。それだけではなく、その中間点で医
療と生活をどう融合していくのかが大きな課題で
した。私がつい最近まで全然気がつかなかったこ
とを、もうすでに先生は書いておられました。

人生経験の豊富な
医師だからこそできること

岩� かつての医療は非常に幅広く全般的で、あ
まり深みに入らなかったと思うのです。そこに先
端医療が入り込み、急性期に適応するのが医療で
あるという“思い込み”が、一般の人たちも含め
てあまりにも大き過ぎるのではないかと思います。
だからこれを引き戻す必要があります。現在を
否定して医療の質を落とすという意味ではなく、
質は保ったままでいかにして慢性期医療を高めて
いくかという面が、今の医療には欠けているので
はないかと思います。
川合 先端医療の遺伝子医学の研究開発を否定す
るつもりはありませんが、これだけ知識・情報が
増えてくればくるほど、地域コミュニティーの再
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生や情緒的な面が重要になり、中央集権のシステ
ムではなく、もっと現場に裁量権を与える現場主
義の方向性が重要です。歴史を俯瞰的に見てみる
と、政治では江戸時代のほうが藩が半ば独立して
いて決して中央集権ではなかったことや、また寺
小屋での教育の方法も基本的に読み・書き・そろ
ばん、暗唱というところから出発していて決して
論証主義的ではありませんでした。到底その時代
に戻れるわけはありませんが、現在のあり方を岩
●先生が「否定するわけではない」とおっしゃっ
たことと通じると思うのです。
中間報告には、その思いが強く出ていると感じ
ます。
ところで全老健の医師研修会では岩�先生にグ
ループワークの進行役をお願いしていますが、老
健施設の医師はどうあるべきかについて、どうお
考えですか。

ほとんどの老健施設の医師は、かつて急性
期医療に携わった方たちで、老健施設に来られて
利用者を初めて見たときに驚いておられる。それ
が現実だろうと思います。今の50歳代、60歳代
の方たちも、恐らく自分の医師人生のほとんどを
急性期医療で過ごされている。それが突然、異な
った世界に置かれて戸惑いながらも、医師のステ
ータスを何とか保とうとされるという自己葛藤の
戦いをしておられる。
その葛藤を表面に出さなければよいのですが、
出してしまうために多くの他職種がその医師の姿
を見て逆に驚いている。私は第三者的に今の老健
施設の医師研修を行いながら、医師たちはそうし
た驚きのなかにまだいると見ています。
私は3 年前の医師研修会のときに、「急性期医療
をやってきた医師であることを忘れてください」
と言ったのです。そうしたら、随分怒られました。
「それは医師であることを忘れろというのと一緒
だ」、「それを忘れてしまったらわれわれの存在価
値がなくなる」と怒鳴られたこともありました。
しかし、「急性期の医師」という自分を捨てられ
ないことで他職種との軋轢が生じているのなら、
「急性期医療をやってきた医師であることを忘れ
てください」くらい言わないと、本当の意味での
高齢者医療・介護はできないのではないかと思い
ます。周囲の人たちとの葛藤を生じてますます孤
立し、人はついてこないし、リーダーシップも発
揮できない。そういう立場におられるのが今まで
の老健施設の大部分の医師たちの姿かと思います。
川合 これはケアカンファレンスのおかげだと思
うのですが、リハビリ専門職も変わってきました。
当初は「利用者100人に対して 1 人のリハビリ職
で何ができるんですか」と言われました。リハビ
リ室は施設基準上、必置だったけれども、「リハビ
リ室に来られない人が多い」という声もあったの
です。「だったら、あなたから居室に出かけて行き

なさい。それが老健施設です」と言いました。
象徴的なこととして、ある看護職が「先生、う
ちの施設長は大学の教授だったのかもしれないけ
れども、基礎分野で臨床をご存じないのです。そ
ういう方が来て何ができるのですか」と言われた
ときに、やはり、この現実から変わっていかない
といけないだろうと痛感しました。
実は、最近、私も歳をとってきてそう思えるよ
うになってきたのです。臨床の方であれ、大学教
授であれ、医師は病理学や生理学、解剖学などは
徹底的に叩き込まれてきているわけです。どの診
療科目でもそうでしょうけれども、私のように外
科医の場合は「基本は覚えておけ」と言われ、1
週間に数時間は図書館にこもって解剖書を読んだ
ものです。
解剖学、生理学、病理学を徹底的に叩き込まれ
てきている医師が、老健施設というそれまでとは
まるで違うところに転職し、すんなりと納得して
いる方々はなかなかいらっしゃらないでしょう。
最初の心の葛藤は当然どなたにもおありだと思う
のです。
「老健施設の現場で自分はどういうことができ
るのだろう」と考えた場合、それは恐らく「人生
経験と挫折感」ではないでしょうか。ご家族に
「これは解剖学的にこうです、生理学的にこうで
す」と、ケアプランをわかりやすく説明できるの
は、人生経験の豊富な先生方の力量があればこそ
だと思うのです。
老健施設への転進にはかなり心の葛藤があるか
もしれません。しかし、人生経験の豊富な医師が
いるということでなければ老健施設での医療トラ
ブルがほかの施設、病院に比べて多くないことの
説明がつかないのです。

EBMとNBMの
両方が必要

岩崎 医師はどちらかというと病院にいる間は
「生活」を考えません。その医師が老健施設に来
て、「高齢者にとって最も重要なのは生活なのだ」
と気づくのには時間がかかります。重視すべき
「生活」がわかれば、それを支援するのにどうす
ればよいのかがわかってきます。それぞれの利用
者は自分の家で生活をどういうふうにしてきたの
か。子どもや、おじいちゃん、おばあちゃんへの
対応はどうだったのか。そうしたことを知る大切
さに医師はなかなか気づかない。それに気づけば
「生活がわかる老健施設の医師」になれるのでは
ないでしょうか。
川合 大島総長も移植医でありながら慢性期医療
のナショナルセンターのトップになられた。「考え
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たら、今までは患者を臓器でみていたが、そうで
はない、『生活』をみなければいけない」と言って
おられました。

患者の生活をみる医師を養成するには、卒
後臨床研修で 1 か月でも、1 週間でもいいから、
老健施設の現場を経験させることが必要です。フ
レッシュなときにそういう経験をすることは、臨
床研修医にとって非常に重要なことです。人間と
いうのは一度でも経験したことは、何年か経って
もある日突然思い出します。60年間そうした経験
をしない人と、一度でも経験をした人とでは大き
く違ってきます。
私は多くの大学教授を見てきましたが、施設の
現場をまったく経験していない人は横柄な態度や
言葉遣いをします。その教授たちに一度でも施設
で臨床経験をしてもらうことも非常に大事なこと
ではないかと思います。教授として学生を教える
立場の方は、介護現場で感じる心がないとよい教
授とは言えません。
今、EBM（エビデンス・ベイスド・メディス
ン：科学的根拠に基づく医療）が盛んです。しか
し、EBMだけで世の中はうまくいきません。や
はりNBM（ナラティブ・ベイスド・メディス
ン：物語と対話に基づく医療）と言われるように、
行き過ぎたEBMを揺り戻す動きになっています。
EBMだけの医療ではなく、ナラティブなメディ
スンを追求していくのを忘れず、この両者を一体
的に行っていくことが大切です。
川合 私は時々ヒポクラテス、あるいは貝原益軒
の本を読みます。医の心と、現場でのいわゆる臓
器別の医療とが相容れないことは絶対ないと思う
のです。両方が必要なものであり、それが老健施
設の医療ではないでしょうか。

老健施設の医師は
すばらしい場を与えられた

老健施設の医師はすばらしい場を与えられ
たと思います。医師の人生にとって、恐らく老健
施設にいられることは非常に幸福だと思います。
「質の高い医療を」と皆さんがおっしゃっていま
すが、端的に言えば、患者や施設利用者の「満足
度」が非常に大事だと思うのです。ですから、満
足のいく医療やリハビリなどを提供していくこと
自体が質の高さを示していると思います。難しい
評価の理論などはたくさんありますが、究極的に
はやはり患者・利用者の満足ではないでしょうか。
それを「満足度などという、エビデンスもなく、
統計でも表せないあいまいなもので質を測ること
はおかしいではないか」と盛んに主張しておられ
る方もいる。しかし、それは世の中では通らない
と思うのです。一般の人に「どんな医療が必要で
すか、どんな介護が必要ですか」と聞いたら、や
はり「満足・納得のいく医療です」という言葉が
返ってくるだろうと思うのです。
川合 EBM万能主義はあり得ません。いくら数
字を追い求めても、それで表面的にはよいことも
あるでしょうが、そういうところからは利用者が
去っていくと思います。

私は多くの病院の機能評価を行ってきまし
たが、「非常によい病院だ」と評価したところに
ついて、「具体的にどこがどうよかったのですか」
と聞かれても、なかなか具体的には言えない。評
価の際には、「森を見てください、枝葉ではありま
せん。森を見て、全体的によければそれはよいの
です」と答えるのですが、それでは病院側はなか
なか満足してくれません。
川合 施設や病院の質を測る物差しとして、われ
われの世界では先生の進めておられる機能評価や
ISOなどいろいろな評価基準があります。私はリ

スクマネジメントをライフワークにしていますが、
リスクマネジメントの究極はこれだと思うのは、
「ハザード、ペリル、リスク」です。ハザードは
そこにあるものです。ペリルはハザードの結果と
して出てくるもの、そしてリスクはその究極点な
のです。

言葉をいかにやさしく
わかりやすく伝えるか

病院機能評価をやり始めたとき、重箱の隅
をつつくような評価はやめましょうと言いました。
しかし、評価者になると、いつの間にか監視員・
指導者のようになってしまいます。人間というの
は本当に怖いと思います。
私が「森を見よ」と言ってきたのは、そうなら
ないように自分自身にも言い聞かせていたのです。
その視点だけは今でも忘れたくないと思っていま
す。
医療でも介護でも同じですが、利用者や患者に
わかってもらうためには、一般の人にもわかる言
葉遣いにすることが重要です。これは原点の原点
です。ところが今の多くの医師や看護師はそれを
忘れて、つい専門用語を使ってしまう。
川合 私は消化器外科医をしていたころに、「注
腸」という言葉を使い40分ぐらいかけて患者に
説明し終わった後、「先生、ところで『注腸』は何
ですか」と聞かれたとき、こんなに時間をかけて
何を説明したのだろうかと唖然としました。

そういうことはしばしばあります。患者が
聞き返してくれればいいのですが、聞き返さずに
「はい、わかりました」と答えて帰る、それが怖
いのです。ようやく最近、国立国語研究所が『病
院の言葉を分かりやすく－工夫の提案－』という
本を出しましたが、ああいうものを医学生たちや
研修医たちに読ませて、コミュニケーションを勉
強する。患者に対する言葉遣いをいかにやさしく

するかをぜひ肝に銘じてほしいと思います。
川合 かつて私は医学部附属病院に勤めていたの
ですが、初日にとてもショックなことが起こりま
した。11時半になって、「先に食事に行ってきなさ
い」と助教授が言い、あるナースから私に「エッ
セン（ドイツ語で「食べる」の意）行こう」と言
われたのです。どうして隠語的な横文字を使うの
か、そのときばかりは驚きました。
岩� 私たちはドイツ語、ラテン語や英語など外
国語の習い始めはちょっと使いたくなるのです。
1 つは忘れないために使うのですが、それを患者
の前で使うのはマナー違反です。
川合 医療を「医術」というのはそういうことも
含まれるのでしょうね。
岩� それがアートです。そのアートを多くの人
たちが忘れているのです。サイエンスだけでは世
の中は通らないですから、アートを大事にしてい
く教育が今の医学部教育や研修医教育に欠けてい
るのではないかと思います。それは先輩がモデル
を示せばいいのですが、先輩がモデルになってい
ないことも問題です。
老健施設の医師は功なり名を遂げた方たちが大
変多い。3 、4 年前の全老健の研修会だったと思
いますが、ワークショップが終わってからある医
師が「私は何十年と高齢者医学研究所にいました。
しかし、老健施設に来て高齢者を診ることができ
ず、何をしてきたのだろうと悩んでいました。今
日のワークショップを受けてようやく端緒をつか
むことができました」とおっしゃってくださった
ときには、この方はすばらしい先生になられると
思いました。
川合 全老健には経験・知識の豊富な参与の先生
方がいらっしゃる。その先生方のお知恵をきちん
といただき、伝えていくべきだろうと改めて思い
ました。
今日は本当にありがとうございました。
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