
 

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11回目は全老健参与である長谷川恒雄氏 

（日本失語症学会＜現・日本高次脳機能障害学会＞初代理事長）を 

お招きした。 

昭和60年、厚生省（当時）の 

「中間施設に関する懇談会」の委員であった長谷川氏は、 

老健施設のルーツとなった「中間報告」のとりまとめに向け、 

リハビリ専門職の必置を強く主張して 

老健施設の基本構想にかかわった。 

 

（編集部） 
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日本のリハビリをリードした
「韮山カンファレンス」

川合 この対談シリーズを締めくくるにあたり、
全老健参与の長谷川恒雄先生、岩�榮先生、塩見
戎三先生の 3 人の先生方に、大所高所からいろい
ろなお話をお伺いしたいという趣旨で対談をお願
いいたしました。長谷川先生は伊豆韮山温泉病院
でリハビリテーションに早くから目を向けられま
した。
長谷川 伊豆韮山温泉病院は日本初のリハビリテ
ーション専門病院として、東大・物療内科の大島
良雄先生の指導の下で病院を始められました。そ
の後、相澤豊三先生の指導の下で私が院長になっ

たという経緯があります。最初からPT・OTなど
リハビリ専門職を備え、さらに何か特性をつけよ
うと、竹田契一先生がいらっしゃってSTを強化
しました。そうすると全国から優秀な人材が次々
に集まり、「韮山カンファレンス」というフォーラ
ムができ、14年間、続けることができました。そ
こには言語にかかわるすべての領域の先生、例え
ば神経内科、精神科、脳神経外科、耳鼻科、また
NHKの湯浅さんや入野さんという作曲家や、法
律家の植松先生、さらに比叡山の僧侶も加わり、
20人くらいの人数になりました。
言語というのは、スキンシップ以上に人間の精
神機能の交流に役立つものです。それで言語にか
かわるすべての領域の人の参加を得て、夜を徹し

て言語について議論したのです。それぞれの専門
領域から、喧々諤々の議論を明け方までやってい
ました。
やがて厚労省の方も参加し、予算を得て、リハ
ビリの研究を進めることとなりました。また、失
語症の研究について共通の理解を得るために検査
法を標準化しようということになり、竹田先生を
中心につくったのが今の標準失語症検査です。
その後、ますます人が集まるようになり、この
フォーラムは失語症研究会に、さらに失語症学会
になり、現在は会員数約4,000人の日本高次脳機
能障害学会に発展しました。これでようやく学問
的基礎ができましたが、これからは現場にその学
問や技術を普及させ、都市に偏らず全国どこでも
高次脳機能障害者の対応ができるようにしなけれ
ばなりません。

老健施設にリハビリ専門職を
「必置」とした背景

川合 先生のリハビリの原点は何でしょうか。
長谷川 リハビリの原点は「人間はみな平等であ
る」ということです。「私は医師で、あなたは患者」
の関係ではいけません。話し合いながら、お互い
のコミュニケーションをとった上でリハビリを始
める。そうすれば少々難しくてもうまくいく。こ
のことからリハビリはスタートしているわけです。
まずコミュニケーションです。
川合 老健施設はいわゆる縦割りの行政・学問体
系・医療体系のなかで、横串を刺すような形で構
想されたわけですが、老健施設にリハビリ専門職
を必置としたのは先生の主張だと伺っています。
長谷川 そうです。老健施設をつくる契機となっ
た「中間施設に関する懇談会」の委員のときに、
竹中浩治厚生省健康政策局長（当時）とよく話し
合いました。「やはり心身機能をよくしなければ意
味がないのではないか」、「入所だけの施設で、そ

こで寝かせているだけでどうするのだ」、「家庭に
帰すにしても、家庭で面倒を見られるぐらいの機
能の改善が要るのではないか」というようなこと
から、リハビリの機能を強調しました。
当時、山口昇先生（元全老健会長）も参加して
おられ、広島県御調町

みつぎちょう

で保健・医療・福祉と一体
となって地域包括ケアを展開している現状も紹介
されていました。当時はリハビリ医療の世界では
身体機能を医学的にいかによくするかに重点が置
かれ、福祉などとの連携はありませんでした。
川合 それまでの医療側のアプローチが、薬物的
アプローチに偏り過ぎていたのではないかという
ことですか。
長谷川 障害者に対して厚生省（当時）は、特別
な手だてはない、機能の回復はあまり得られない
という考えで、痛みをとるための物理療法や、生
活のための車椅子、杖、義肢装具その他の福祉用
具の開発が中心になっていました。そこへアメリ
カからリハビリの考え方が入ってきて、日本も変
わったのです。
昭和38年、国立療養所東京病院の砂原茂一先
生がPT・OTの養成学校をつくり、やがて国家資
格ができ、だんだんと周りが理解をし始めたので
す。われわれはその前にすでに本格的なリハビリ
を始めていました。
川合 昭和38年というと、まだまだ戦後復興間
もないころですね。そのころの治療は薬物療法中
心の時代ですね。
長谷川 いいえ、薬物そのものがなかったのです。
痛み止めや筋弛緩剤、対症療法薬しかなく、有効
な治療薬はありませんでした。私がリハビリを始
めたとき、脳血管障害の方の脳の機能回復があり
得るのかと、非常に悩んだことがあります。当時、
脳は一度、神経細胞を失ったら再生しないため、
機能も回復しないというのが通説でした。では、
実際にリハビリによって治るのはなぜなのか。こ
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のことについて、病理学・神経学・生理学などい
ろいろな先生方を訪ねて意見を聞きましたが、み
なさん「わからない」と言うだけでした。
そこでアメリカの文献を調べてみたら、リハビ
リでよくなる事実が動物実験で証明されているの
です。新しいシナプスが生まれて情報ネットワー
クを再構築するため、機能が回復するということ
でした。
私は人間でもそれが可能なはずと考えてきまし
たが、10年くらい前から脳の可塑性とか代償機能
という機能回復のメカニズムがわかってきました。
また、人間でも脳に神経細胞が再生し、新しく情
報ネットワークができるということもわかってき
て、リハビリの学問的根拠がしっかりしてきたわ
けです。
脳の代償機能を高めたり、新しい神経細胞をつ
くるためには機能訓練が一番大事です。そして、

脳波を用いたBMI（ブレイン・マシン・インタ
ーフェイス）による刺激や神経伝達物質に関連す
る薬物をいかに使うか、分子生物学的な技法をど
う使っていくか、将来、iPS細胞（人工多機能性
幹細胞）から神経細胞をつくって移植したらどう
なるかという方向に進み始めています。

老健施設の方向性は
間違っていない

川合 そういう学問的な流れのなかで、老健施設
のリハビリをどう構想されていたのでしょうか。
長谷川 いま老健施設で行っているリハビリは、
WHO（世界保健機関）で決めたリハビリの定義
に沿っています。「障害を持つ人が身体的・心理
的・社会的側面を含めた全人的な適応状況を到達
可能な、もっと高いレベルまで回復する過程を意
味する」というICF（国際生活機能分類）の定義
です。老健施設の機能を総合すると、ほぼこれに
適応するのではないでしょうか。
川合 ありがとうございます。昭和末期に、日本
の高齢者の医療や福祉はこのままでは制度疲労が
起こると危惧されたことから老健施設が誕生しま
したが、先生方の当初の理念・理想からだんだん
離れていっているのでしょうか。
長谷川 マクロで決めた理念に沿って動き、さら
に強化していくということであれば、それはそれ
でよいのです。ただし、個々については、心身機
能を改善する機能訓練はどうかなど細かい部分に
対する多少の意見はありますが。
川合 少し安心しました。

一人ひとりに適合したリハビリを
効率よく提供する

長谷川 老健施設の機能を強化し、社会から高い
評価を得なければならないことがこれからの課題
です。機能訓練のなかには理学療法、作業療法、

言語聴覚療法、精神・心理療法その他いろいろあ
るわけですが、その障害者に適合するものを選ぶ
ことが重要です。老健施設ではマンパワー・時
間・予算などが限られており、その制限のなかで
いかに効率よく施設を運営するかということがポ
イントです。
そのためには障害者一人ひとりの特徴をつかみ、
それに適合する機能訓練をすることでしょう。ケ
アの中身にリハビリの技術や学問を取り入れるこ
とが重要です。
リハビリで一番大事なのは、基礎情報をしっか
り押さえることです。利用者がその人にふさわし
い生活を送るためにはどのようにしたらよいのか。
その人の職歴・学歴・病歴・健康状態・経済状
態・家族構成、主にケアする人はだれなのか、ど
のような住居か、趣味・性格・交友関係はどのよ
うな特徴があるのかなどを幅広く調べる。また、
どのような生活を願い、その生活に近づけるため
には何が必要か、そういうことをまずチェックし
なければいけません。
生活機能評価といいますが、ADL・IADL・コ
ミュニケーション能力をいろいろと調べてリハビ
リ計画を組まなければいけないのです。それには
施設内のPT・OT・ST・医師・看護職員などが
十分に検討し、それぞれの特性を活かしてリハビ
リを行う必要があります。また、個人訓練と集団
訓練を適宜うまく織り交ぜて行うことです。

会話は成立しているが、
通じ合っていない事実にショック

川合 平成4 年当時、ある研修会で、リハビリ専
門職から「私の施設は定員100人に対してリハビ
リ職は私 1 人です。病院ほどのリハビリ室はあり
ません。器具も規定のものを置いてあるだけです」
と言われました。私は「どうして利用者をリハビ
リ室に呼び込もうとするのですか、どうしてあな

たが居室や食堂に出かけないのですか。発想を転
換して考えてください」と言いました。
その当時、私の病院では、調剤を終えた薬剤師
は調剤室の裏で余暇を消費しているような状況で
した。あまった時間に病棟に出て、このお薬はこ
ういう薬効ですよと説明すればいいのに、そうい
うことはしようともしなかったのです。医局を見
ると、大学から派遣された医師は大学の仕事をし
ていましたし、看護職は、16時半になるとカルテ
の奪い合いをし、朝の 8 時半には点滴を詰めるば
かりの作業で「これでは腱鞘炎になってしまう」
と不満を言っている。これは何かおかしいぞと思
いました。
こうした疑問を感じた人たちが老健施設に移っ
て来たと思うのです。先ほど、「方向性はよいが
個々のことについては意見がある」、とお話しい
ただきました。厳しいご意見を覚悟していますが、
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「ここが足りない、まだまだだ」という点は何で
しょうか。
長谷川 問題なのは、スタッフが目的意識を共有
していないことです。目的意識というのは、利用
者をどういう方向に持っていくかです。そのため
のスケジュールは組んであっても、それに対して
みんなが参加することがあまりありません。少し
時間があれば、利用者が歌っていたら一緒に歌え
ばいいのに、そのような思いやりが乏しい感じが
しています。
大事なのは、愛情を持っておおらかに接するこ
とです。そこがまだ十分ではない施設があると思
います。
川合 確かに、施設によって温度差・濃度差はあ
ると思います。20年ぐらい前の経験ですが、認知
症病棟に行ったときに、うちの病院のスタッフが
金切り声を上げているのです。ところがある一角
を見ますと、高齢の患者さんが和やかに話をして
おられました。そこに行ってみますと、3 人の会
話の内容は全然違うのですが雰囲気は成立してい
るのです。
長谷川 相手の言っていることとまるで違った返
答をしたり、別の話をしたりしても仲よくしてい
るのです。それが認知症では起こるのだと認識し
なければなりません。孤独になることは、認知症
の人では不安・抑うつ・焦燥などが起こりやすい
のです。
川合 私はそれを見たとき、会話は成立している
が意味は通じ合っていないことにものすごくショ
ックを受けました。数か月ずっとそのことばかり
考えていました。それでわかったことは、相手が
しゃべっているときは黙って聞いているのです。
これに気がついたのです。「ああ、そうか。われわ
れは相手の言うことを聞かず説明や指示、規制ば
かりしている。認知症の人たちには、こういう対
応がまず入口なのだ」と思いました。

リハビリも、何に不安を持っているのかをまず
お聞きすることが大事なのですね。
長谷川 コミュニケーションを十分にとることで
す。するといろいろなものが出てきます。「ああし
よう、こうしよう、こういう訓練がいいとか、普
段はできるだけ時間をとって自分でこれをしても
らおう」ということが出てくるのです。
私のいた病院では、昼間はみんな病室から外に
出ていました。訓練時間以外は、ロビーや大きな
部屋でいろいろと話をしたり、碁・将棋・オセロ
など好きなことをしていました。実はそれがリハ
ビリなのです。

老健施設が
地域のケアの拠点になる

川合 それと同じことを最近、経験しました。地
元の医師会が当番で大阪市の老人福祉センターの
健康相談員をしていますが、そこでは毎日、園芸
教室などいろいろと取り組みをしています。集会
場に円卓が 3 つあって、みんな楽しく話をしてお
られ、互いに傾聴し合い、言い合いはしていない
のです。
そこで「健康当番・川合」と名札に書いてある
と、「新しい医者が来たから行こか」と、私のとこ
ろに来て話をして、「そうか、かかりつけ医とお前
は変わらんこと言いよるな」とか、「かかりつけ医
よりもおもろいな」と言って、またサークルに戻
っていく。
その方たちは健常者あるいは軽度の特定高齢者
ですが、私が以前ショックを受けた認知症の方た
ちと何ら変わらない。会話がかみ合っているかか
み合っていないかの違いだけです。
一方、地域包括ケアシステムがいわれています
が、老健施設の機能として地域包括支援センター
の役割を担うことは可能でしょうか。
長谷川 それは一部ではすでにやっているのでは

ないですか。
川合 老健施設の機能である医療と介護の施設ケ
アと在宅ケア支援は、まさしく地域包括ケアがめ
ざすことと同心円的に重なるのではないでしょう
か。
長谷川 地域包括支援センターが、例えば人員の
派遣をする、あるいは何か困ったときに相談・指
導にのる、そういう機能があるとすれば非常によ
いことで、ぜひそれは進めてほしいと思います。
厚労省は約4,000か所の地域包括支援センターを
つくりましたが、それが機能しているのかどうか
が重要です。

老健施設が行う
医療の範囲を明確に

長谷川 老健施設の場合、やはり病気の管理が重
要で、それには総合医のような医師が必要です。
これまでの老健施設にも優れた医師はいましたが、
このあたりはこれから整理していかなければいけ
ないでしょう。認定医制度のあり方など、外部か
ら有識者を入れて検討しないといけません。
老健施設が何をしなければならないかというと、
やはり医師が疾患管理・予防・健康管理をしなけ
ればなりません。本当に実のあることができるの
は老健施設しかありません。困ればすぐに外から
医師を呼ぶなり患者を外に出す施設では、内部で
の管理はできません。「内部での管理ができるよう
にするために、このようなことをしなくてはなら
ない」という基準をつくる必要があります。厚労
省に「これについてはどうしてもやらなくてはな
らない」と言わなくてはなりません。他科受診の
疾患の数を増やすのではなく、老健施設の原則を
訴えていかなければならないということです。
医療費の問題ではなく、介護保険で何をどの程
度カバーするのか、医療保険ではどうするのか、
その辺をよく考えて分析し、ここまでは老健施設

の守備範囲であるということを訴えないといけま
せん。
川合 おっしゃるとおりだと思います。医療の線
引きといいますか、20年前に決めたものでは古い
ということでしょう。
長谷川 あの当時、やらなければいけないという
ことはみんなわかっていましたが、コストが上が
るというので、それを理由に絞ってきたのです。
しかし、「生きるための権利」という原則がありま
す。
川合 先生のおっしゃることは現場で痛感してい
ますし、会員からも強く求められていることです。
平成24年度の同時改定と第2 回目の介護保険法改
正のときには、全力を挙げて取り組んでいくべき
命題だと自覚しています。
長谷川 利用者本人・家族が、老健施設のリハビ
リ・医療に対してどのような感想を持っているか、
そして地域社会が老健施設に何を期待し、どのよ
うなリハビリをしてほしいと願っているのか。そ
うしたニーズをよく調べて、地域社会と一緒にな
って、よい方向に持っていく必要があるのではな
いかと思っています。
川合 冒頭で先生が僧侶まで入れたフォーラムを
つくられたというお話を伺い、発想の大きさに目
から鱗が落ちたような気になりました。
長谷川 人間が生きていくためには、あらゆる領
域の知識が必要です。広く知識を求めて、どうい
う知識が入ってくればなおよくなるのかと前向き
に取り組まれたらいかがでしょうか。
川合 ありがとうございます。老健施設のこれま
での方向性は間違っていないということで安堵し
ましたが、いかんせん力不足だというお叱りをい
ただいたと肝に銘じて頑張っていきたいと思いま
す。本日は大変ありがとうございました。
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