
新 春 対 談

東会長：あけましておめでとうございます。大西局長
には、昨年９月の当協会の全国大会に神戸までお越し
いただき、ご講演も賜りまして、ありがとうございまし
た。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
大西局長：あけましておめでとうございます。全国大
会では、局長就任からわずか３か月目のつたない講演
だったにもかかわらず、皆さまには熱心に聴いていた
だき大変ありがたく思っております。介護老人保健施
設事業功労者厚生労働大臣表彰では、53名の方に直
接表彰ができて、うれしく思っています。こちらこそ、
本年もよろしくお願いいたします。
東会長：コロナ禍ももう３年続いており、介護現場は
ずっと苦労の連続だったわけですが、昨年７月以降の

オミクロン株による第７波では、これまで以上に多く
の老健施設でクラスターが発生しました。昨年を振り
返ると、やはりコロナの影響を大きく受けた、大変な
１年だったと改めて痛感しています。
　ただ、そんななかで３年ぶりに全国大会を開催する
ことができました。感染が収束しないなか、一時はオ
ンラインでのみなどという話もありましたが、実際に開
催でき、本当によかったと心から思っています。来場
者数こそ例年の半分以下でしたが、何よりも「人が集
うことでこんなにも元気がもらえるのか」と、私自身
も改めて実感しました。
　昨年３月にご逝去された当協会の山口昇名誉会長
も、「全老健の全国大会は、いわゆる学会とは違う、

医療・介護連携、地域包括ケアシステム
老健施設が貢献できることはまだまだある

大西 証
しょう

史
じ

　厚生労働省 老健局長（左）

東
ひがし

 憲太郎　全老健 会長（右）

老健 2023.112



特別な意味のある“場”なのだ」とよくおっしゃって
いました。介護の仕事というものは身体的にも精神的
にも本当に大変で、その大変さは同じ経験をもつ者同
士でなければわかり合えないもの。そうした仲間が年
に１回、一堂に会し、日頃の健闘をたたえ愚痴や悩み
を分かち合う、そういう場があることはすごく大事なこ
とです。学びもありますが、ある意味、お祭り的な位
置づけでもあります。
　神戸大会では、残念ながら懇親会等は開催できま
せんでしたが、それでも、各会場は活気にあふれてい
ました。特に印象的だったのは、閉会式。例年なら、
演目が終わるとそのまま帰路についてしまう方もいるの
で、閉会式の会場は少し寂しいものなのです。それが
昨年は多くの方が残り見守ってくださった。なんとなく
皆があの場を去りがたく名残惜しく思っているような、
そんな一体感を私は壇上から感じていました。
　ぜひ、今年の宮城大会も多くの方に集まっていただ
ければ、と切に願っています。

東会長：次回介護報酬改定の話をする前に、2021年
度の改定の振り返りを少ししておきたいと思います。ま
ず、同改定の目玉といえば、なんといってもLIFE関連
加算の創設でした。これについては、介護保険制度
等と同様、必ずしも完全な状態でスタートできるわけ
ではなく、走りながら不備を補い修正していくものだ
と理解しています。したがって、現場には苦労をかけ
ており心苦しいのですが、ある程度の混乱は致し方な
いとの覚悟はありました。ただ、それでも老健施設に
おけるLIFE関連加算の算定率はかなり高く、全老健
の会長としては、非常に誇らしく思っています。
大西局長：確かに、2021年９月時点でのサービス種別
ごとのLIFE関連加算の算定状況を見ても、老健施設
が63.7％と算定割合が最も高く、我々厚生労働省とし
ても大変ありがたい限りです。科学的介護の重要性を
しっかりと理解した上で、現場の皆さまがその推進に
大いなる貢献をしてくださっている表れだと受け止めて
おり、改めて感謝申し上げます。
東会長：LIFEに関しては、この２年間、老健施設が
試行錯誤しつつがんばってきた経験から、さまざまな
知見、改善点の提案も蓄積されてきていますので、そ

れらを次回改定の参考にしていただき、LIFEがより
実益を伴ったよいものに発展していけばと期待してい
ます。そして、まだLIFE関連加算の算定に至ってい
ない老健施設でも、次はしっかりと算定できるような
整備も進めていただけたらと考えています。
また、2021年度の改定ではもう１つ、老健施設の医

療機能に光が当たったと言えます。現場のニーズに合っ
た見直しがされたことも、いま一度強調しておきたい点
です。具体的には、所定疾患の施設療養費の算定要
件の拡大、ショートステイでの医療提供（医療ショート）
などですが、これは老健施設が今後、より強化してい
くべき機能への道筋を明確に示すものだと認識しており
ます。
大西局長：我 と々しても、所定疾患施設療養費の算
定要件の追加、総合医学管理加算の新設など、老健
施設の医療機能に対して、より評価する方向での見直
しを図ったことで、日頃、介護保険制度を支える柱と
してご尽力いただいている老健施設の皆さまの熱意に
応えることができたのではないかと考えております。こ
うしたところから、老健施設と医療機関との連携がよ
り進んでいけばよいのですが。
東会長：医療・介護の連携はかねてより問題視されて
きたことですが、ここへきて、まさに喫緊の解決課題
となっています。団塊世代が後期高齢者となるこれか
らの時代、高齢者医療にかかる費用は今後も増え続
けるでしょう。もちろん、介護にかかる費用も同様です。
いまのままでいいわけがない。医療・介護保険ともに
健全な運営をめざすためには、医療側からだけで考え
ても、あるいは介護側からだけでも、うまくいかない
だろうと思っています。
そのようななかで、我々老健施設は、まさに医療と介
護の中間的なところに位置しますので、医療・介護費用
双方の削減に貢献できる立場にいるのではないかと考
えます。そこで、私からは次の２つをご提案いたします。
　１つ目は、在宅の要介護高齢者、特に認知症症状
を有する方が急性期病院に入院し、退院した後の流
れに関してです。高齢者の場合、どうしても入院治療
中にADLが低下しますが、認知症がある場合、それ
に加えて認知症の状態も悪化してしまいます。現状で
は急性期病院は、たとえ認知症を合併した要介護高
齢者であっても、在宅復帰への通過点としてまず回復
期リハビリ病棟や地域包括ケア病棟へ移るケースが主
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流です。そして、そこで一定期間を過ごしてから、そ
れでも在宅復帰が難しいということで老健施設に入所
する。この流れが我々老健施設としては、どうももど
かしく感じてしまうのです。我々は長年、認知症患者
を診てきた経験があり、認知症ケアやリハビリに関す
る知見もエビデンスももっています。特に認知症を有す
る要介護高齢者の場合は、急性期から直接老健施設
への流れがあったほうが、その方の在宅復帰という観
点からみても、近道ではないかと思うのです。そうす
れば、複数の病院を経由することによる医療費の増大
も防げるのではないでしょうか。
　２つ目は、在宅で療養している要介護高齢者に
ちょっとした医療的問題（例えば、脱水、熱中症、軽
い肺炎、心不全の悪化など）が発生した場合は、ご
本人のかかりつけ医と連携し、老健施設の医療ショー
ト機能を活用していただくようにしてはどうか、という
ことです。
　私も普段、診療所の医師として在宅療養中の要介
護高齢者を診ていますが、急性期病院に入院するほ
どではないという程度の病態の悪化はしばしばありま
す。そんなとき、老健施設のショートステイに認められ
た総合医学管理加算の機能を活用すれば、10日間前
後の短期間の入所で十分に回復し再び在宅に戻れま
す。しかも、老健施設なら治療と並行してリハビリも
提供できますし、認知症の悪化にも対応可能です。
　まだまだこの老健施設の医療ショート機能が地域の
かかりつけ医に周知されていない点はクリアしなけれ
ばなりませんが、老健施設のもつ潜在能力をとことん
使いこなしていただくことが、医療費の削減にも資す
ると考えます。
　次回は医療・介護の同時改定ですから、こうした
医療から介護への流れを、効率よく機能ごとに整理し

ていただくよい機会ではないかと期待しています。そ
うすれば、医療・介護双方の費用削減にもつながりま
すし、それこそが、まさしく医療・介護連携ではない
でしょうか。
大西局長：そうですね。実際、医療側の方のお話を
うかがっても、高齢の患者の場合は入院と同時に介
護的ケアが必要だとの認識は皆さんもっています。入
院中から早期にリハビリも含めた介護的ケアの介入を
行うことで退院後のADLの悪化を防げるとの指摘もさ
れています。もちろん、そうすることで、その後を引き
受ける介護側もよりケアしやすくなるわけですから、い
ま会長がおっしゃったことは、次回改定に向けた議論
の重要なヒントとなるでしょう。
　一方で、厚労省としては、2014年より地域支援事業
として在宅医療介護連携推進事業を位置づけ、地域
の実情に応じて医療・介護の連携が必要となる、①
日常の療養支援、②看取り、③急変時の対応、④入
退院支援――の４つの場面においてPDCAサイクルに
沿った事業が実施できるよう継続的な取り組みをお願
いしているところです。何よりもしっかりと要介護高齢
者の生活をお支えすることが介護保険の目的ですの
で、医療と介護がいわゆる縦割りで相関性のないこと
をしていたのでは、本末転倒になってしまいます。我々
としても両者がしっかりと融合していくよう、次の改定
に向け検討を進めていきたいと考えます。

東会長：続いて、毎年のことですが、やはり言及せざ
るを得ない問題として人材確保があります。2025年ま
でに30万人以上の介護人材が必要だといわれていて、
そのとおりなのかもしれませんが、わが国の生産年齢
人口がどんどん先細りし、介護だけでなくすべての産
業で働き手が必要とされるなか、介護にだけ急に人材
を増やせるかというと、どう考えても現実的ではない
でしょう。もちろん、若い方に介護現場に来ていただ
きたい思いは大いにありますが、そこに期待するだけ
では解決になりません。介護のやりがいや魅力を伝え、
若い方にめざしてもらえる職業にしていく努力は引き続
き取り組む一方で、いまいる人材あるいはいまよりも少
ない人材でも仕事がきちんと回っていくような工夫をす
ることが、これからは重要だととらえています。

人材確保問題の切り札は介護DX
現場のICT化は引き続き課題
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　その一環として始めた介護助手制度は継続していき
ます。元気高齢者に限らず、周辺業務を手伝ってくれ
る人がいれば、介護専門職の負担が軽くなり、結果
的にいまよりも少ない配置でも現場は回ります。
　あとは、やはり介護DXが切り札となるのでしょう。
遅れているといわれる介護現場のICT化を促進し、ロ
ボットやセンサーなど活用できる技術はどんどん導入
して効率化を図っていく。職員の負担軽減に直結しま
すから、人材の定着という観点でも有効です。
　それから、これは介護職の魅力、イメージアップに
も関わることですが、せっかく整備された認定介護福
祉士制度をもっと実効性のあるものとして活用してい
けないかということも提案させていただきたい。現状
では、苦労して取得しても得られるものは肩書きだけ
になってしまっているので、例えば、この資格があれ
ば収入がこれだけ上乗せされるというようなステップ
アップのイメージが示せれば、若い人のモチベーショ
ンにもなるし、生涯の仕事として介護職を続けてくれ
るようにもなるのではと思います。
大西局長：私も介護人材の確保・定着は、すべての
議論の大前提であり最大のテーマといってもよいと認
識しています。厚労省としましても、累次の処遇改善
に取り組んでまいりましたし、次回の改定でも大きな
テーマになると考えています。それだけでなく、各種
加算の算定方法の整理とともに、会長のおっしゃるよ
うな質の向上も兼ねた前向きな報酬上の評価も考慮し
ていければと思います。
　医療介護DXについては、厚労省では昨年6月にとり
まとめられた「データヘルス改革に関する工程表」に
基づき、現在、随時進めております。
　また今後、介護分野では、医療の情報も含め、各
事業所間の情報を共有できるシステムの整備が求めら
れます。そのため、どの情報を共有するかの選定や共
有方法をご議論いただくため、貴協会の担当理事の
先生方にもご参画いただき、さまざまな検討を始めて
いるところです。
東会長：介護DX推進の基盤となる現場のICT化の件
で、ひと言申し上げておきたいことがあります。実は、
私の施設でも昨年、現場のICT化に取り組みました。
電子カルテをはじめ、見守りシステムの導入等、初期
費用はかなりの金額になりました。もちろん、それに
対しては医療介護確保総合確保基金を活用させてい

ただき、しかも、土
は

生
ぶ

栄二前老健局長にはその補助
率の下限を４分の３にまで引き上げるなどの措置もして
いただいたので非常に助かったのですが、実際に導
入してみると、かかる費用はそれだけではないことが
わかりました。導入後には、さまざまな維持管理のた
めのランニングコストが発生します。ある程度の維持
費は想定していましたが、いざ運用を開始してみると、
あちこちにかかる数万円ずつの費用がトータルにする
と、かなりの額になることがわかりました。ざっくり試
算してみると、月に20万円くらいでしょうか。正直、驚
きました。正確な数字ではないものの、仮に年間240
万円ものランニングコストがかかるとなれば、軽視でき
る額ではありません。ただでさえコロナ禍で経営がひっ
迫していて、ICT化をためらっている老健施設などは、
余計に二の足を踏んでしまうかもしれない。結果、「そ
んなにかかるなら、いまの紙のカルテのままでいいか」
ともなりかねません。そうすると、いくら「DXでつくる
介護の未来」などと大きなことを語っていても、全体
が同じフェーズに上がらなければ、その未来は絵に描
いた餅となってしまうのではないかと懸念します。ここ
は課題として注視すべきことではないかと思っていま
す。なんらかの手当てが必要になるのかもしれません。

東会長：さて、繰り返しますが、来年は６年に１度の
医療・介護・障害福祉サービスのトリプル改定となり
ます。改定に反映される内容は、１、２年前から準備を
し、信頼性の高いエビデンスを示した上で議論を進め
ていく必要があります。そう考えると、まさしく今年は
改定前の大事な年であり、正念場です。
　そこで、多忙は重々承知の上で、組織率９割を誇る
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全老健の会員施設の皆さまにお願いしたいのは、ぜ
ひ各種の調査事業にご協力いただき、回収率アップに
貢献してもらいたいということです。信頼性のあるエビ
デンス確立のためには、回収率の高さが何よりも重要
となります。昨年度も15本の調査研究事業があり、今
年度も相当数を予定しています。同時改定に向けての
ギリギリの最後のチャンスになりますので、この場を
借りて、ぜひ各種調査へのご協力をいま一度お願いし
たいと思います。
大西局長：介護保険制度も施行から23年目を迎え、
いまや国民の人生に欠かせない制度となりました。現
場の皆さまのご尽力のおかげです。今後は、ここまで
育ち成熟した制度の持続可能性という観点から、それ
をしっかりと守っていかなければなりません。ここ数
年は、コロナ感染症をはじめ自然災害、ロシア・ウク
ライナの問題など、国内のみならず世界が歴史的な挑
戦を受けているかのような状況下にあります。しかし
ながら、そのなかでも皆で知恵を絞り、新しい働き方
や生活様式を工夫しながら、なんとかこの苦難を乗り
越えようとしています。介護現場もしかり、です。
　2023年は卯

うさぎ

年
どし

。その脚力の強さから「飛躍」や「向
上」、「成長」を意味する縁起のよい干支でもあるようで
す。次回介護報酬改定前の重要な年となる今年が、ま
さにそうした言葉を象徴するような年になればと期待しま
す。厚労省としましては、介護保険制度の中核を支えて
くださっている老健施設の皆さまには、ぜひともいろい
ろとお力、お知恵を貸していただきたいと思っております。
東会長：いま、奇しくも局長から“介護保険制度の中
核を支える”と称していただきましたが、我々老健施
設は地域包括ケアシステムにおいても中核を担う機能
をもっていると、私は従前より自負しています。老健
施設は全国の一中学校区に１つ必ず配備されている施
設で、設立理念の１つとしても「地域に根ざした施設」
を掲げています。これは介護医療院や特養とも違う、
他にない大きな強みです。しかも、専門多職種がそろっ

ている。もちろん医療資源はさほど充実していません
が、介護資源はどこよりも充実しています。リハビリも
できる、栄養管理もしっかりしている、認知症も診る。
さらに、近年は介護保険の範疇から飛び出し、介護
予防・フレイル予防に対しても役割を果たしつつあり、
地域にとってなくてはならない頼もしい施設となってい

るところばかりです。
　したがって、今後、私ども老健施設により多くの役
割や責務をお申しつけいただいても、我々は十分、そ
れに応えられると思っています。それだけの体力はす
でに備わっていますし、経営者もその覚悟、矜持はもっ
ていると私は信じています。
　地域包括ケアシステムにおいて、我々の果たすこと
のできる、あるいは果たすべき役割はまだまだあります。
ぜひ、全国津々浦々のこの老健施設という社会資源を、
もっともっと活用していただきたいと思っております。
大西局長：会長ご自身から熱い心意気をうかがい、頼
もしい限りです。2017年の法改正では、老健施設の在
宅復帰・在宅療養支援機能が明文化され、介護側では
まさに唯一の中間施設となるわけです。医師が常勤す
る医療提供施設でもある老健施設にふさわしい役割を
果たしていただくことは、私も大いに期待するところです。
　今後、居宅で生活する要介護高齢者の増加は必至
です。地域包括ケアシステム構築の実現をめざすなか
で、入所、通所、訪問の機能をあわせもつ老健施設
が医療面も含めて利用者を総合的に支える重要な拠点
の１つとして、引き続き介護保険制度における中心的
な役割を果たしていただくことを願っております。
東会長：気を引き締めてまいります。大西局長、お忙
しいところ、本日は本当にありがとうございました。

本対談は2022年11月中旬に行われました。

◆ 新 春 対 談
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