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第１部　介護保険制度創設から地域包括ケアシステムへ

■ 講 演

埼玉県立大学理事長／慶應義塾大学名誉教授 田中滋氏

○田中 皆さん、こんにちは。１時間頂戴して、後で私の上司（？）

である社会保障審議会長の西村先生と――私は審議会委員ですから――

対談をしますが、まずは与えられた題の２０４０年までを考えるに当たって、

将来を見据えるには歴史を踏まえないとだめだと強調しておきます。そ

こで、認識すべき歴史を振りかえるために、資料を準備して参りました。

皆さんご存じの内容も多いかもしれませんが、改めて歴史を俯瞰して、

我が国の現状がどこから来たか、そして、どの方向に向かっているかを

共有した上で話を進めます。

医療と社会：２０世紀後半

２０世紀後半に人類は初めて若年死亡率が著しく低下する時代を迎えま

した。人類は７００万年存在していると言われています。うち２０万年前か

らホモ・サピエンス、すなわち現生人類（これは、二十五、六番目の人

類の種別だそうです）が出てきて、やがて私たちだけになりました。な

おこの２０万年、あるいは７００万年間、新生児・乳幼児の死亡率はずっと

高い水準だったはずです。

ところが、２０世紀になって人類史上初めて、経済的先進国では若年死

亡率が急速に低下します。理由は４つあります。１番目は、豊かになっ

たことです。資本主義経済による生産力向上の結果、経済的先進国では
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栄養水準が上がりました。栄養水準が上がると、人は病気による体力低

下があっても簡単には死ななくなります。１９世紀まで死んでいた状態で

も、体力向上により患者になっても死亡率が低下しました。

明治時代にはコレラがはやれば１コレラ流行で１，０００人も亡くなって

いました。今、コレラで死ぬ人はいません。たまたま海外旅行でかかっ

て３日ぐらい下痢しても死なない体力があります。そういう栄養水準が

一部の人だけではなく、多くの住民に行き渡った変化があります。

２番目は、上下水道を始めとする公衆衛生整備が先進国に行き渡った

進化です。上下水道が行き渡っているなど、１９世紀までは考えられなか

った。たとえばナポレオン３世による改造の前のパリの公衆衛生水準は

低いままでした。

３番目は、近代医学の発達です。近代医学が発達したのは１９世紀半ば

資料１
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からです。パスツールやウィルヒョー以来、病原菌の発見から始まって、

２０世紀には抗生物質を使える場面が広がり、さらに、２０世紀後半になる

と外科手術、心臓外科や脳外科が一般化し、それを行える病院があちこ

ちにできるようになりました。

４番目は、経済学的にみるととても大切な点ですが、それらの新しい

医療を、支払能力をもった金持ちだけではなく、住民の多くが普遍的に

使えるための制度が、１９世紀末のドイツ帝国に始まり、経済力の高い国

から順につくられていき、できあがったのは大体のところ２０世紀後半で

す。今ではアメリカ合衆国を除く経済的先進国には行き渡っています。

この４つが主たる理由です。いいサービスが津々浦々にある、それを

みんなが使えるだけの社会保障体制がある。これで初めて死亡率が低下

していきました。

これはお手元にないかもしれませんが、その証拠です。１９３０年以降、

日本で亡くなった人の平均年齢を表しています。１９３０年は昔ではない。

１９３０年は西村先生も私も生まれていませんが、決して恐竜がいた時代で

はない。学生にこの話をすると、冗談のつもりか「ちょんまげの時代で

すか？」みたいな質問がでかねません（笑声）。１９３０年は特急つばめが

走っていましたし、電力もありました。

でも、驚くべきことに、日本でこの年に亡くなった人の平均年齢は３３

歳でした。平均寿命ではない、亡くなった人の平均年齢です。平均寿命

はある年に生まれた新生児が何歳まで生きるかを示す期待値です。これ

に対し、その年に亡くなった人の年齢とは、簡単な算数の例示で話すと、

死亡者数の半分がゼロ歳児、半分が６０歳の方だとすると、亡くなった人

の平均年齢は３０歳になりますね。こうした理由で、１９３０年の日本人の死

者は、平均してみると３３歳でお墓に入っていた。１０歳まで生きた人の平

均余命は６０歳を超えていたとしても。

２番目は１９５０年、西村先生も私も生まれていました。国民皆保険制度
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発足の直前です。戦後の貧困もあってペニシリンなどが行き渡っていな

いとき、日本人の死者の平均年齢はまだ４０歳代前半でした。その後いか

に急速に死亡率が低下していったかがこのグラフから分かります。

日本脳炎や赤痢や盲腸、腸チフスなどの古典的な感染症等の死亡者が

激減したため、１９６０年、国民皆保険制度創設の直前に６０歳ぐらいまで来

ました。死亡者の年齢が上がってきた理由は、子供が死ななくなったか

らです。乳幼児の死亡が減ると、加重平均値はどんどん上がっていきま

す。

１９６１年に国民皆保険制度が始まります。１９６４年には前回の東京オリン

ピックが開かれました。ここから先も死亡者の平均年齢は上がり続け、

２０１４年には女性は８０数歳まで来ています。この値は平均なので、もっと

長生きしている人がいっぱいいるわけですね。後半の伸びの理由は、高

齢者の死亡率低下が理由です。日本だけではなく、人類史上初めて、経

済的先進国では長寿が金持ちに限らず一般化していきます。

７００万年の上で初めてであり、２０万年の上で初めてであり、文明世界

ができた１万年で初めてであり、資本主義経済が広まっていった３００年

でも初めてです。これまでは、徳川家康のように権力があり、知恵があ

り、ヘルスリテラシーが高く、高い薬が手に入れられ、よい食材を食べ

ていた高齢者だけが長生きできたのです。そうした長寿が経済的先進国

では当たり前になりました。

高齢者を６５歳以上と定義すれば、６５歳以上で２人だけで住んでいる世

帯は別に珍しくない。ただし、問題は、確率的に健康寿命ではない高齢

者も長生きしている人類史上初の事態です。２０世紀前半までは要介護高

齢者はほとんどいなかった。看取りは常に行われていたし、病気の看病

もありました。しかし、要介護状態で長生きするようになった事態の一

般化変化はごく最近、２０世紀後半も後の方からです。
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高齢者死亡率の急速な低下

これがいかに急激であったかを示します。１９６０年の数値を１００として、

５歳刻み年齢でどのくらい女性の死亡率が低下したかを表しています。

スライドはつけませんでしたが、男性についても似たような傾向です。

２０１５年までには、６５歳から７０歳では、１年間の死亡確率が５５年間で５分

の１以下になっています。８５歳から９０歳でも３分の１以下に減りました。

１９６０年はそんな昔ではない。西村先生が中学生、私が小学校６年生。

それだけ急速に高齢者は死ななくなった。第二次大戦後の死亡率低下

の前半の原因は子供が死ななくなったことによります。生活水準と公衆

衛生の向上も大きな理由でした。他方、最近上下水道ができたために高

齢者が長生きするようになったわけではない。これは医学の進化と医療

・介護システム普及の成果です。かつて子供が死ななくなったのは上下

水道や予防注射、栄養水準向上のお陰ですけれども、近年の高齢者死亡

率低下の理由は違います。９０歳以上の人の死亡率でさえ、１９６０年の半分

以下になっています。

その結果は７５歳以上人口推移に現れます。７５歳以上人口はごく最近増

え始めました。１９９０年以降の現象と言ってよいでしょう。１９９０年は本当

につい最近です。そのときから急に増え始め、２０２５年にはほぼ止まりま

す。まさにこの間で高齢者問題が社会の課題と言われるようになった理

由です。それまでも高齢者はいなかったわけではないけれども、ずっと

統計学的にはゼロと有意差がないような値が縄文時代から継続してきま

した。戦後高度成長期でもさほど変わらなかった。

本当に高齢者が増え始めたのはごく最近だったので、ようやく１９９０年

前後に介護ニーズの存在に気づかれるようになりました。７５歳以上人口

はあれよあれよという間に増え、今も増え続けています。今は山の８合

目あたりです。ただし、２０２５年には後期高齢者数の伸びが急停止します。
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資料２

資料３
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２０２５年とは、ときどき間違って言われる問題提起と違い、後期高齢者が

激増する年ではなく、数の伸びが止まる年です。

いずれにせよ、今はとんでもない上り坂の最後の局面にいると認識し

てください。日本ほどではないにしても、他の経済的先進国も同様に直

面している、人類史上初の現象です。どの国も初めて目の当たりにした

この事態に対し、さまざまな努力を行ってきました。介護と介護予防に

ついて、自助・互助・共助・公助の組み合わせを工夫し始めた国も増え

ています。

要介護者急増

２０世紀の最後のころ、要介護者が急増し始めます。理由は核家族化で

も女性の社会進出でもなく、虚弱高齢者の生存が可能になったからです。

これから後期高齢期を迎える団塊の世代については、地域包括ケアシス

テムの中での予防が実効性を発揮すれば、年齢階層別要介護者発生率を

減らすことは可能でしょう、あるいは要介護状態の発生を遅らせること

は可能でしょう。でも、まず１９９０年代に増え始めた７５歳以上にとってみ

ると、社会も本人も要介護という事態の経験がなかったわけですね。今

の９０歳の人たちが４０歳のときにみていたお年寄りは、腰が曲がっていて

も一応自活している老人か、間もなく亡くなる老人でした。

である以上、やがて要介護と呼ばれるようになった現象を予測できな

かった。人は自己診断をある程度できます。「これは熱中症の予兆かな」、

なら一定程度分かる場合もありますよね。不自然な汗をかくとか動悸が

するとか。今の世の中では、要介護者の状態像もかなり行き渡っていま

す。しかし、そういう状態像のイメージが存在しない時代には、本人も

予測できなかったし、家族も初めて見た…病人とも看取りの近い老人と

も違う…虚弱高齢者をどう処遇したらいいか分からなかった。
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人の体力は弱り得ます。人類史上、弱る理由は、主に病気かけがでし

た。けがや飢餓を別にすると、基本的に病気が主因だったでしょう。老

衰も含めて。その時代、病気になったら何をしたか。看病か看取りです。

その証拠に、昔はどの国にも介護という言葉は存在しなかった。

資料４

病気のときにはどのように患者を処遇しますか。子供のときに熱が出

たら何と言われましたか？「布団の中でおとなしくしていなさい」と言

われたはずです。どんなに遊びたくても「おとなしくしていなさい」と

お母さん、お父さんに指示された記憶は皆さんおありではないでしょう

か。そばで兄弟や姉妹が騒いでいても、庭先から仲間の楽しそうな遊び

声が聞こえても、「きょうは布団の中でおとなしくしていなさい」、つま

りは安静が大切と考えられていた。

大人でも、かつての結核患者の処遇の第一は安静でした。ただし、こ



12

れらの安静は動いてもかまわない、保養です。トイレに行きたければ立

ち上がれるし、布団の中でもぞもぞしている安静であって、立ち上がら

ない、動けない安静とは異なるので、褥瘡はできません。体の硬縮も起

きません。

その安静と、高齢期に脳卒中を起こし、昔と違って命は救われるよう

になった人を絶対安静にしておく扱いとは全く違います。二十歳の結核

患者の安静は、トーマス・マンではないけれども、本でも読んで、恋で

もして、おいしいご飯を食べる安静、保養です。けれども、７５歳の脳梗

塞後の人を絶対安静にしておいたら、介護概念が広まっていない時１９８０

年代までだったら、たちどころに褥瘡ができ、やがて体の硬縮が始まっ

てしまったでしょう。そのような処遇が珍しくなかった。

医療側も家族も、要介護者の処遇方法が分からなかったから、今で言

う要介護状態の人に病気モデルを適用してしまいました。そこで褥瘡プ

ラス硬縮という寝たきり老人がたくさん発生してしまった。１回目の脳

出血後、日をおかず２度目の出血で亡くなる人が多かった１９５０年代にそ

ういう例はさほど無かったと思われます。

さらに、社会的な観点からも適切な処遇が分からなかったから、経済

的弱者を優先するモデルを適用しました。「措置」で対応しようとした

２番目の誤用です。「措置」をするとは、当該家計の経済条件等を調べ

て、あなたの家は貧しい、よって起きられなくなったなら家事援助を提

供しましょう、と決定される方式です。所得の低い状態を条件に、家政

婦派出所から自治体の予算を用いて家政婦が派遣され、炊事、掃除、洗

濯をしてくれるようになりました。身体には触れないので、介護状態そ

のものにはさほど影響はありません。飢えて死ぬとか室内が不潔になる

ことが防げたにしても。

１９９０年代まではこれが普通でした。１９６１年以降の日本では、国民皆保

険制度のおかげで多くの住民が医療サービスを使える体制ができまし
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た。医学の発達とあいまって、高齢者が疾病で亡くなる確率が先に示し

たように激減していきますが、弱った人に対する処遇がまだ知られてい

なかった。これはけしからん歴史と言いたいわけではありません。知ら

れていなかったから社会としてはこういう対応をとってきた。

処遇未知の間違い３つ目は、「家族でできるのではないか」でした。３

世代家族における２世代目の女の人による家事受け持ちと、介護との区

別がつかなかったのですね。親世代も一緒にみんなで田畑や漁場・海辺

などに出て働きながら、２世代目の嫁、あるいは未婚の娘が炊事、掃除、

洗濯をすることと、長期にわたる介護、長期にわたる認知症ケアは全然

違う事柄であるにもかかわらず、介護は家事の延長だとの誤解、短期の

看護および看取りとの混同を元に、「親の面倒は家族の責任」と、特に

保守的な政治家などが声高に唱えていた時代を鮮明に覚えています。「介

護は嫁がするものだ」といった、今でいえばとんでもない発言が飛び交

っていました。

似たような発言では、「よく頑張っている嫁にはご褒美をあげたらい

い」もありました。ご褒美をもらっても、適格なケアプランも多職種協

働もない状態では、介護状態改善はおぼつかないどころか、下手をする

と寝たふり奨励策になりかねません。

４番目は「市場経済を活用すればうまくいく」論があげられます。し

かし市場経済は、需要がなかったら動きません。どんなにニーズがあっ

ても、それを需要として顕在化させる資金的な裏づけがなければニーズ

のままで終わります。人々は介護サービス、自立支援の取り組みの可能

性を知らなかったばかりか、資金的裏付けをもっていなかった。在宅で

何かできるのか分からなかった。介護ニーズの急な増加以降、２０００年ま

ではこういう時代でした。
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日本社会における歴史的展開

それに対して、要介護状態となっても、ミニマム水準にせよ、人権を

確保できる状態を普遍的にするにはどうしたらいいかをめぐる検討が

１９８０年代後半から始まり、議論が重ねられました。最初はインフォーマ

ルな勉強会でした。医療・福祉・企業側でも行われていたし、研究者・

官僚による討論も随分熱心に行いました。その努力は介護保険として制

度化され、２０００年以降、ニーズが需要に転嫁されやすくなりました。

人は１回限りの買い物ならば、支払う金額の想定がつきます。例えば

「定年退職したら、夫婦で船に乗って、世界一周でなくてもいいけれど

も、ちょっとクルーズしてみよう、２人で１００万円」のように。これな

ら資金計画が可能であれば買えます。けれども、親の要介護に対するサー

資料５
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ビス費用を考えると、月 ３々０万円かかって、子育てと違って終わりの時

期が分からないとなると、総予算が決まらないので支出を行いにくい。

ワンショットのお金ならば工夫できるけれども、いつまで、いくらまで

金額がかかるかわからないサービスに対して支出はしにくいものです。

そこで、９割給付により需要として顕在化させ、それに合わせて供給が

増えてきた時代が２０００年以降でした。

次に、そういう後追い処理としての寝たきり老人問題対応にめどがつ

くと、次の大きな問題は団塊の世代の後期高齢化であると意識されるよ

うになりました。団塊の世代に対しては、単に介護になっても「大丈夫

ですよ、あとはサービスしますよ」ではなくて、もっと広く、自助をベー

スに、互助・共助・公助を組み合わせ、予防から始まる地域包括ケアシ

ステムを構築するための研究が老健局長の下で始まりました。

さらに先を考えると、２０４０年問題を避けて通れません。２０２５年を超え

ると、未曾有の社会に突入します。第一は超高齢者増です。６５歳以上の

高齢者増、７５歳以上の後期高齢者増ではない。８５歳以上の超高齢者増で

す。そういう時代を迎えます。第二に死亡者が増えます。そして第三に、

同時に生産年齢人口が激減する。介護保険制度でも救えないし、地域包

括ケアシステムでも救えない。これは客観的な人口事象ですので、ケア

システム論だけではどうしようもない。これに直面する前に以下に準備

するか。これからこの４つの時代を順にお話していきます。

政策対応、普遍的社会保障制度

政策対応としては１９８９年以来、３回のゴールドプラン…ゴールドプラ

ン、新ゴールドプラン、ゴールドプラン２１…によって提供体制を整備し

ていきました。介護保険制度設立に向かって議論をし、けんかをし、交

渉をしてきました。この辺の裏話を話し始めると、お酒が飲みたくなり
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ます。たくさんの裏話があります。きょうはそれが主目的ではないし、

ここにお酒がないから話しません（笑声）。

当時、介護保険設立以外に、介護ニーズに対応する策として４つの有

力候補が議論されていました。１）年金保険制度の付加給付として、要

介護認定者に介護費用に充てられる現金を渡せばよいのではないか、２）

医療保険制度に別な部門をつくって、要介護者に現物サービスをしては

どうか、３）自動車保険のように民間保険に強制加入させれば需要とし

ての顕在化を図れるのではないか、４）公務員型、つまり北欧では公務

員による実物給付が成り立っているではないか、何で日本ではできない

のだと唱える、比較的左派の方々が主張した方式、の４案です。厚生労

働省や我々は、５）新たな独立の介護保険制度創設を主張しました。こ

の５つの可能性の中から、一応の決着がついた提案は、１９９４年の高齢者

資料６
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介護・自立支援システム研究会における議論の成果でした。

日本の介護保険制度の特徴

介護保険制度は、結果として、システムとサブシステム、さらにサブ

・サブシステムにいたるレベルの組み合わせが非常によくできていると

考えます。「よくできている」と、１００点満点のうち７０点はとれていると

の評価ですが。ある勢力が８０点と感じる制度は、別の関係者からは４０点

の案と見られているケースが多いと理解してください。

保険制度は、保険料を負担する人と組織、給付を受ける人、サービス

を提供し収入を得ている側の少なくとも３者構成です。さらに保険者と

政府も独立の意思決定・交渉主体として介入します。３者以上の構成で

資料７
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は、お互いに相矛盾する利益・利害がぶつかり合います。保険料を払っ

ていながら給付を受けない人は８割以上かもしれない。したがって、給

付水準を上げようとの提案は、企業など雇用主、および平均月収が余り

高くない協会けんぽ加入者、さらに低所得の１号被保険者にとってみれ

ば、保険料だけが高くなりうる嬉しくない提案です。逆に、保険料を低

くすれば給付制限が強くなってよいサービスを利用しにくくなるでしょ

うし、提供者の事業も成り立ちにくくなります。３者が７０点ぐらいと感

じている状態が制度安定の秘訣かもしれません。

一般的な民間保険の給付と異なり、公的介護保険は給付期間に制限が

ありません。要介護認定を受けてさえいれば、１５年でも２０年でも給付を

受けられます。

また、それまでの「措置」と違って事業者を選んでよい。一方、事業

資料８
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者は生き残るために提供者間競争に勝たなくてはなりません。市場経済

論者の主張の一部をここは入れているわけです。サービスの質をめぐる

競争が行われる。利用者は提供者を変えていい。措置時代の社会福祉分

野にとっては驚きだったでしょう。しかも、社会福祉法人だけではなく、

医療法人も営利企業もNPOも生協も農協も、少なくとも在宅サービス

分野にはどうぞ入ってきてください、と参入を認めました。介護保険適

用サービスの提供事業者にかかわる参入規制は、医療分野よりもはるか

に緩和されています。これも１９９４年の研究会で実質的に決まりました。

キロロ合宿での熱い議論を思い出します。

介護保険制度における被保険者は、医療保険制度と違って、世帯単位

ではなく個人単位です。また、年齢下限を４０歳とする、それ以上の住民

全員が加わる皆保険制度です。社会保険制度の強みは、保険料を負担す

資料９
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ることによって発生する権利性の確保であると考えられます。したがっ

て、生活保護者も保険料を納めている擬制をとっています。

医療保険では、生活保護世帯はカバーされていません。医療保険制度

の外側で、別な財源によって費用を支払われます。これに対し、介護保

険制度は生活保護者も中に含めています。生活保護であるとの状態によ

って社会保険制度の外に置かない、こういうところの制度設計は、理想

を掲げた人たちが作りました。誇るべき点だと思います。

要介護認定は本人主義です。かつての「措置」制度下では、サービス

を受けるにあたり、家族状況とか家が立派かとか、何より所得など経済

力が影響しました。ところが、介護保険制度におけるニーズの判定には

本人の体とメンタルな調子だけが影響し、経済力等は反映されません。

ここは医療に近い形になりました。

資料１０
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他方、介護保険制度においては、医療とは違って混合給付OKです。上

乗せサービスあり、横出しサービスありです。区分支給基準限度額を全

部使い、それ以上にサービスを買う選択も、法律上は自由です。制度設

計するときの工夫としては、実物を給付すると定めた制度だと難しくな

る混合給付を矛盾なく取り入れるために、現金給付と定めた点が挙げら

れます。

介護保険制度は保険給付金を事業者が代理受領する方式のため、利用

者にとってみると現物給付に見えるでしょうが、実は制度上は現金給付

なのです。こういう点にかかわる制度設計は非常によくできています。

区分支給基準限度額とはバーチャルなクーポン券を渡しているに等し

い。

保険料については、介護保険者が保険料を市町村等の議会で議決する

地方自治が生きる形になっています。さらに五重の財源…国費・都道府

県費・市町村費・１号保険料・２号保険料…によって、国民医療保険制

度と違って、自治体ごとの高齢化率とか所得水準の影響がないように設

計されました。

介護報酬は、事業別、介護度別、時間別に加え、最近は機能別も重視さ

れてきています。最後に、級地区分を通じ、介護報酬は地域の人件費水

準を反映するようになっています。診療報酬はここまで差がありません。

そして、最後に、何よりも医療保険制度にはない利用者代理人の意義

を強調したい。ケアマネジメントプロセスと給付管理に責任をもつ居宅

介護支援専門員に他なりません。これこそがこれからの介護分野の鍵で

あると最後にまた言います。

上位概念は介護保険法に

いよいよ介護保険法に到達しました。これはこの世界にいらっしゃる
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方は暗記しているのではないでしょうか。「尊厳」、こういう言葉が入っ

ている点が今考えても斬新です。健康保険法や年金保険法のどこにも尊

厳などの文学的・哲学的表現は存在していなかった。別のところには、

能力に応じてと書いてあります。「残存能力に応じて」の意味です。決

して弱ったら助けるのではなくて、「残存能力に応じて生きましょう。そ

れを連帯で支えます」と書かれているのです。

和光市の東内京一さん（和光市保健福祉部長・子どもあんしん部審議

監＜当時＞）がいつも強調する第４条です。「国民は、加齢に伴って生

ずる心身の変化を自覚して」、私も自覚し始めましたが、これよく読ん

でくださいね。皆さんご存じでしょうけれども、要介護になったらサー

ビスをする、お世話するとどこにも書いてありません。要介護になった

らリハビリと書いてあります。

ここでのリハビリとは広くとれば機能訓練であって、筋力増加的な意

味だけではありません。家具や手すりにつかまり歩きができるための機

能訓練のみならず、嚥下訓練も含まれます。もちろん作業療法士の指導

による生活機能訓練も大切です。自立支援、そのためにはリハビリテー

ションと、１９９０年代によく書けたと改めて感嘆します。

介護保険提供量、これまでを評価し、将来に向かう

介護保険設立の結果、需要量とそれを充たす提供量が２００６年までの短

い間にいかに急速増えたか。訪問看護ステーションは１９８９年のゼロから

５，５００になりました。居宅介護支援事業所数もゼロから２．７万。グループ

ホームもゼロだったのが１１．５万人分まで増えました。これら事業所は、

「措置」ではなくて自から顧客に選ばれて営業しています。通所サービ

スは２６倍、ショートステイは７０倍です。元々数が多かった特養でも２．５

倍、老健は１０倍。このように見事に増えていきました。
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事業者の努力であり、自治体の方々も努力したし、利用者も納得した

ため、介護（準）市場は急速に拡大した。介護保険制度はこのような成

長を支えた強力な経済的推進エンジンでもありました。ではあとは、ケ

アマネジメントプロセスの進化、サービスの質向上、データマネジメン

ト、ICT･IOT･AI活用を含む一層の技術進歩を図ればよいのか。それで

よいとの答えが出た瞬間に、「あとは実務家の仕事です。研究者の役割

は終わり、講演も終わり。さようなら」なら、本日のシンポジウムが続

きません。しかし現実はそううまくはいかない。

先ほど触れたように、保険制度発足とその直後までは、主に私たちの

親の世代、保険制度以前に要介護になってしまった人たちへのサービス

のために頑張ってきた進化が中心でした。次の時代を考えたら、「人は

介護だけで生きているのではない、医療だけで生きているのではない、

生活しているのだ」から出発すべきだと気づきました。高齢になっても

生活するとは何かに視点を広げなくてはならないとの合意が出来上がっ

ていったのです。それが地域包括ケアシステム研究の始まりに他なりま

せん。

高齢者介護研究会、地域包括ケアシステムについて

山口昇先生や片山壽先生を始め、各地で実践されてきた尊敬すべき先

駆的取り組みは別として、地域包括ケアシステムにかかわる最初の政策

研究は、２００３年の「高齢者介護研究会」でした。中村秀一さん（厚生労

働省老健局長＜当時＞）が作った研究会です。「２０１５年の高齢者介護」な

る報告書をまとめています。このとき、介護とは寝たきり問題より認知

症問題だと最初に問題提起されています。理念はすばらしい、ただし、

介護サービスを使うだけではだめで、やはり包括的なケア体制が必要だ

と指摘しました。
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当時からこの世界は文学的な表現が好まれていました。私も好きです。

「一人一人の高齢者が生きる時の流れの中で」、まるで詩人ですね。自立

支援に「尊厳ある」をつけたのもこの時期です。よくこういうきざな言

葉を使えたものだと感心します。

２００８年、宮島俊彦さん（厚生労働省老健局長＜当時＞）の力で、今も

続く「地域包括ケア研究会」が発足しました。最初は高齢者の医療・介

護連携が肝だったにせよ、それだけではない、５つのサービス、５輪の

花がすべて不可欠と打ち出しました。医療・介護連携は、この絵でいう

と５分の２にとどまります。加えて住まいがあり、予防があり、そして

生活支援がある。この５つによって初めて高齢者の生活は成り立ちます。

今思うに当たり前ですが、当時としては画期的だった。

生活をするとはお医者さんに行って、ヘルパーに来てもらうだけでは

資料１５
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ない。生活とは、人としゃべることであり、散歩に行くことであり、買

い物をすることであり、好きな番組をテレビやネットで見たりすること、

それが生活です。孫の成長を楽しむこと、友人と飲むこと、ペットや花

の世話をすること。それらの総和が生活です。

となると、やはり住まいがなければだめだし、生活を楽しむには予防

も大切です。要介護になったとしても、１日のある時とか１週間のある

時は医療や介護に必要な時間かもしれないけれども、それよりも、でき

るかぎり要介護期間を短くして、やがて尊厳をもって人生を卒業してい

くためには、５つのサービスが必要だと訴えた図の発表が２００８年度末、

ここから始まりました。

２０１３年には図を立体化させました。これは皆さんおなじみの図ですね。

プロフェッショナルサービスが葉、生活は土で示されています。土が豊

資料１６
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かでなければ葉は枯れてしまいます。さらに、土が流れないようにしっ

かりした囲いが必要で、それが住まいと住まい方を表す植木鉢です。さ

らに、植木鉢が欠けないために下にお皿を描いて、選択と心構えと記し

ました。

これは、今すでに９０歳となり、若いころは知らなかった要介護なる状

態になってしまった人に対して訴えているわけではない。主に団塊の世

代、その下の世代に対して訴えている言葉です。今から自分がどう生き

るか、配偶者がいつか亡くなった後、どのように住むか、暮らすか。選

択して生きなさい、心構えを持ちなさい。毎年プランを変えてもいいけ

れども、その瞬間の心構えと選択がなくてはいけない。

老人ホームに入る選択もありえるし、入らない選択も結構。どちらで

もいい。ただし、事前に覚悟をもって決めましょう、と呼びかける図に

資料１７
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他なりません。なおそうした個々人の決定を、ケアマネジャーがケアマ

ネジメントプロセスの台を利用して支え、さらに自治体が地域マネジメ

ントで地域づくりを行う姿を示す立体化図を作りました。「覚悟」と「連

帯」、これが２０１３年の隠れたキーワードです。

２０２５年目標：日本社会にとっての課題

お蔭さまで、この図は全国で使っていただきました。さらに、地域包

括研究会は堀田聰子さん（慶應義塾大学大学院教授）や筒井孝子さん（兵

庫県立大学教授）を始め、多彩なメンバーも加え、自助・互助・共助・

公助を活用し、予防から“まちづくり”まで話が広がっていきました。

医療・介護連携をはるかに超える視点です。まず、団塊の世代は、さし

資料１８
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あたりは元気であってもフレイル予防に努める。これは東大の飯島勝矢

さん（東京大学高齢社会総合研究機構教授）たちのグループの研究の成

果から学びました。

フレイルとは何か、これを学生と話すと面白い。どこから人は弱って

いくかは、飯島さんたちのグループの研究の結果分かってきた。社会的

孤立、閉じこもりから始まります。ところが学生・院生はなかなかそこ

にたどり着きません。よく転ぶからですか？目が悪くなるからですかと

答えを探す。転ぶのはどうしてだろう、どうして転ぶようになると思う

と尋ねると、足が悪くなるからですか。ではどうして足が悪くなるとさ

らに尋ねるように、順番に聞いていかないと出てこない。

転ぶとは結果指標だし、足が悪くなるのはその一歩手前、なぜ足が悪

くなるのか。出歩かなくなるからでしょう。出歩かなくなる理由は何か。

出歩く意味がなくなる、出歩くことに意欲がなくなるからです。定年が

ある職場に勤めてきた会社員、公務員、教員、それも男性の方がこうし

たリスクを相対的に高く持っています。二十歳のときから孤独を選択し

てきた強い人は別として、多くの人は、定年をきっかけに会う人が少な

くなり、出歩く場所、出歩く目的地がなくなるからですね。

となれば、定年退職後は、出かけて一緒に活動するボランティア仲間

を見つけるとか、碁を打ちに行くとか、サッカーの応援に行く、美術館

に行くとかの参加と活動づくりが欠かせません。美術館・博物館はなか

なかいい選択だと個人的には感じています。中をずっと歩かなければい

けないから。博物館も展覧会も美術館も、仲のいい夫婦か、おしゃべり

おばあさんグループか、孤独なおじいさんの３通りの入場者がおられま

す。おじいさんたちが仲よく話しながら鑑賞している姿はあまり目にし

ませんが（笑声）。

それから、地域包括研究会メンバーの近藤克則さん（千葉大学予防医

学センター社会予防医学研究部門教授）たちの研究、JAGES（一般社
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団法人日本老年学的評価研究機構）で分かるように、あるいは欧州諸国

における研究の成果で分かるように、健康を左右する決定的な原因の一

つは社会的決定要因（Social Determinants of Health）である。個人の

努力だけが問題ではない。最近、新自由主義系統の方たちが「病気にな

るのは個人の責任だ」と強調していますが、それだけではない。実は社

会的要因のほうが大きいとの研究成果に着目すべきです。

健康保険制度にインセンティブシステムを入れる案にも慎重に対応す

べきだと思います。社員向け福利厚生が充実し、さらに従業員の働き方

を重視するタイプの大企業・大組織の社員が健康になる可能性は相対的

に高い。何よりは所得も高いし、休暇もとりやすい。逆にそうした環境

の下にない、中小零細企業の人たちは健康度が低いから保険料を上げる

ような政策は、社会保険制度の本質に反しているのではないでしょうか。

従業員５人で必死に頑張っている人たち、健康診断にはなかなか行けな

い人たちに、健康行動をしていないから保険料を上げるなど取ってはな

らない政策です。

話は変わりますが、ケアマネジャーにとっての困難事例集といった調

査報告書を、いろいろな市役所とかケアマネ協会などで作っていらっ

しゃいます。時折、我々研究者のところにそうした報告書を送って下さ

います。それらを拝見すると、ケアマネジャーの困難事例とは、基本的

にケアマネジャーではなかなか解決できないニーズをもっている人たち

への対応につきるようです。

具体的にいうと、貧困とか虐待、家庭内暴力など、介護問題ではない

課題が背景にあるケース、あるいは家庭内の複合問題を抱えるケースで

す。高齢者が認知症で要介護３、息子が離婚された失業しているアルコー

ル依存症で、子供が発達障害といった家庭内の要介護者のケアプランを

作る作業はケアマネジャーだけでは厳しいと書かれています。

ケアマネジャーにとって、対象者が要介護３だけれども、経済的には
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特に困っておらず、厚生年金がある、家族関係もよいところのプランを

つくる作業は困難でも何でもないはずです。ルーチンワークと言えるか

もしれません。ルーチンワークではないから困難事例とされるわけで、

そうすると、医療・介護職ではない福祉職種の専門性が重要な鍵をにぎ

ります。

そこで、植木鉢図を進化させ、福祉をプロフェッショナルワークのと

ころにもっていきました。それに対し、予防は自己責任の重視で土の中

におろしました。今触れた社会的要因は図に入れ込めていません。もう

一つは、本人…長年連れ添ったパートナーは一体として…の意思を重視

し、子供世代の決定に委ねない。このようにしたのが２０１５年の図です。

この図は進化をし続けますので、最終形ではありません。やがてさらな

る進化をお見せする機会があるでしょう。

資料１９
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共生社会に向けた地域包括ケアシステム構築の参加者

ここでまた文学表現を使います。これは大牟田市でつくられた言葉を

私が少し改変しております。「地域包括ケアシステムは地域が舞台、主

役は市民、医療職・介護職などは支え手、行政は仕掛け人・黒子」。た

った４行ですが、よくできていると感じ、使わせていただいています。

地域を舞台に、地域包括ケアシステムを目指し、２０２５年に向かってみ

んなで街づくりを行い、ときどき大きいお祭りを開催する。そのときの

主役、責任者は団塊の世代です…元気な人も虚弱な人も含めて。こうい

う発想ができるようになったのは、地域包括ケアシステムのおかげです。

あるいは秋山正子さん（暮らしの保健室室長／マギーズ東京センター長）

たち、地域に根付いたプロのおかげです。

病院医療ではチームケアが普通に行われていますが、医療の多職種連

携は、基本的に同じ組織に属している人がメンバーです。永井良三先生

（自治医大学長）が病院におけるチームケアを随分早くから言っておら

れましたね。高知の近森病院でチームケアが当たり前のようにおこなわ

れるようになったのも十何年前からです。

ところが、介護分野の難しさは、違う組織に属している人たちが多職

種協働を行うことであり、さらに、その人たちは、急性期医療のように

医療提供者側が主役で、重症の患者がある意味「対象」である状態とは

違って、サポータの位置づけに回らなければいけない点です。単なる医

療・介護連携を説くお題目ではなくて、位置づけが違うとの理解を意識

しなくてはなりません。

地域包括ケアシステムにとって必要な参加者の専門職種は以前より随

分と増えました。医療職・介護職はコアとはいえ、一部にすぎません。

最近の報酬改定をみていても、リハビリテーション・機能訓練が実行さ

れるためには栄養マネジメントが前提で、さらに栄養がとれるためには
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資料２０

資料２１
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嚥下ができないといけないので栄養職・口腔ケア職と広がっています。

また先に指摘した社会問題に対応する社会福祉専門職も地域のチームに

加われなければ、地域包括ケアシステムづくりは完結しません。

ヘルスケア分野のプロフェッショナルでない側では、繰り返しますが

主役は市民・住民に他なりません。元気高齢者の力を活用しましょう。

なお、住民とは役所的に見ると住民票のある人と考えがちですが、地域

包括ケアシステムにとっては、商店街に務める人とか学生や高校生など、

その町に昼間だけいる人も「住民」です。プロフェショナルな仕事では

なくて、お年寄りが困っている、子供が困っている、災害があった、誰

が一番助けになるかといったら、地元の大学生や高校生、店員さんたち

です。彼らの多くは心意気もあるし、元気がある。そういう人を巻き込

むよう工夫する地域支援コーディネーター的な人がいて、黒子として研

究者や自治体公務員がいる。包括的に考えるべきです。

「地域包括ケアシステムを生活圏域ごとに設計・構築し、２０２５年まで

に大体動くようにして、２０４０年までを乗り切る」が２００８年以来の戦略で

す。時々今でも質問をする自治体があるのです。「２０２５年までに地域包

括ケアシステムができなかったら、どうなるのでしょう？」。答えは、冷

たく言えば「町がなくなる」です。「地域包括ケアシステムをつくるべ

きでしょうか？」という質問の答えは「つくるしかない」以外にはあり

ません。ただし、地域ごと、圏域ごとに、歴史や文化、住民同士のつな

がりの深浅によって違う形になるので、いろいろな形ができます。苦労

も伴うでしょうが。

人口推移予測について

では２０２５年以降はどうなるか。まずは先に指摘した超高齢者増を迎え

ます。超高齢者とはさしあたり８５歳にしておきます。人口予測は多少の
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天災程度では変わりません。今、８５歳以上人口は５００万人を超えたとこ

ろです。ほんの８年前は３００万人台でした。２０３５年に１，０００万人を超えま

す。３５年間で２倍半ぐらい増えます。

要介護発生率の高さだけではなく、生活支援課題への対処が重要とな

ります。買い物がおっくうになる。家に閉じこもりがちになる人の社会

性をどう維持するか。それは介護職だけの仕事ではない。８５歳になった

人が衰えないようにするには、できれば人と会う機会をつくる、ご飯を

ちゃんと食べる。現在の８５歳の女性の多くは、低栄養だと聞きます。１

人でのご飯だと準備も楽しくないから。

だとしたら、バーチャルでもいいから人と出会う機会をつくる。これ

に関しては、新しい技術を利用し、子供や孫、友人と画面を通じて会話

をしながらでもいいでしょう。同じ食卓でなくても、人としゃべること

資料２２
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によって、いかに楽しい食事となりうるか、痛感しませんか。

１００歳以上人口は今６万人になりました。グラフの左端は２０２５年です。

間もなく１０万人を突破し、２０４０年には３０万人を超えます。１９６４年の東京

オリンピック時には２００人以下だった１００歳以上の方がやがて３０万人。１００

歳になると、現状だとさすがに８割が要介護ですね。この変化への対応

も準備しなくてはなりません。

一方、超高齢者人口の右上がりに対して生産年齢人口は右下がりで、

２０２５年の７，０００万人から２０４０年には６，０００万人を切るところまで下がると

予測されています。当然、その頃には生産年齢人口は６５歳ではなく７５歳

まで数えるようになるでしょうが。

６６歳以上がフルタイムで働く必要はないけれども、週２日でも３日で

も働いてもらわないと、楽しい働き方でいいし、自分の貢献意欲のある

資料２３
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資料２４

資料２５
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仕事だけでいいにしても、国全体の労働力が不足する。特に一番まずい

現象は、閉じこもって要介護リスクを高める事態です。６５歳未満の人た

ちが生産性の高い仕事につくためには、補助的な部分を６６－７５歳の人が

一部を受け持たないといけないでしょうね。

その結果、現在の定義による生産年齢人口が子供とお年寄りを何人抱

えるか。今、７０人弱ですが、２０２５年には７０人を超え、２０４０年には０．８６ま

で上がります。

年間死亡者数はすでに１９８０年代後半から増え始めていますが、もっと

増えて、２０４０年にピークになります。「地域包括ケアシステム」が機能

しても死亡者数が減るわけではないし、１００歳人口が減るわけではない

からです。

資料２６



40

～２０４０年 日本社会にとっての目標

そうすると、何を準備しなければいけないか。超高齢者に対しては、

先ほど述べように新たな生活支援体制の構築です。要介護になったら介

護サービスを提供する体制は、今の制度を元に絶えざる改善努力を行え

ば大丈夫でしょう。医療・介護多職種連携の現場は、技術革新と生産性

向上が不可欠であるにしても、制度論については調整・改善により続け

られるとみています。

医療も介護も食生活も日常生活も支援する包括的な事業者が機能する

と心強い。現にそういう宣言をしているところもあると聞きます。「当

法人は介護事業だけではない、医療提供だけではない、高齢者の生活全

般に安心をもたらす契約をするのだ」、といった心意気に期待します。

資料２７
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他方、団塊の世代の責任として、ACP（アドバンス・ケア・プラニ

ング：あらかじめ終末期医療をどうするかを定めておく準備）はもちろ

ん社会の必要条件だと述べておきます。言葉を分かりやすい日本語で表

現する工夫も欠かせません。

次に、介護・生活ケア・予防等における生産性向上は待ったなしです。

労働力不足が進展する中での切り札は、この分野の生産性向上しかあり

えません。今年度、老健局は生産性向上プロジェクトを何本か走らせる

予定です。前回の研究事業で行った業務の分析に基づく段取りとか片づ

け、業務の標準化に加え、１分間タイムスタディー等によりどの職務に

専門職を割り当て、どの職務は非専門職、こういう研究を行って、さら

に現場の生産性向上介入をコンサルタントが入って行って３ヵ月の成果

をみるタイプの研究を何本か走らせるようです。

ケアマネジメントプロセスにおいては、まずアセスメントが大切です

ね。その先はAIの強みが活かせます。多職種によるアセスメントを経

て、主人公である利用者の状態について、どこが改善可能で、どこが悪

化しそうかを項目ごとに予測してケアプランをたてなくてはいけない。

利用者の要介護度という、保険給付上限額決定のために作られた目の

粗い指標がどうなるかではなくて、当該利用者のADL･IADLを始めと

するさまざまな能力のうち、例えば嚥下力は改善可能だけれども、立ち

上がる力は本質的に脳の障害から来ているから無理だ、しかし地域の買

い物支援により、本人の意欲を引き出せば車いすを使った家事力は伸び

る、などの評価に基づくプランが求められます。

単なる筋力不足が原因ならば立ち上がりは改善可能、この人は脳の深

いところの機能の問題だから難しいなどの振り分けです。地元の一般ビ

ジネスや互助活動を含む地域資源も、成果を生むプラン作りにとって不

可欠の情報に含まれます。急速に進化を遂げているAIの活用も大いに

期待しています。
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人の能力は、身体面でも精神面でもたくさんの項目に分けられます。

そうした項目ごとに、意欲とか、かつて何ができていた、３ヵ月前には

何ができていたか等の情報により、どの機能については成果の期待でき

る介入が可能で、どの機能については専門的支援を行い、どの機能は互

助によるサポートが求められるかを示すプラン体系が主流になっていく

でしょう。このような進展をリードして頑張っておられる服部真治さん

（医療経済研究機構主任研究員）たちの研究によると、こういうアセス

メントと本人も加わるプランづくりによって、セルフ・エフィカシー（自

己肯定感・自己効力感）を改善する効果が大きいそうです。

受け身で介護者の世話を受けるのではなく、「あなたは３ヵ月前これ

ができていましたね。だからまたできるようになりますよ。この頃やめ

ていただけではないですか。それはこういう理由があったからでしょう。

その課題についてはプロが支援しますから試しにまた取り組んでみませ

んか」などの働きかけ型プラン作りだけで、最近できなかったことがで

きるようになったりする場合があるそうです。これはリハビリテーショ

ン専門職が介入しなければならない場面も多いでしょう。リハビリテー

ション職の背景にある観察力等が活きる分野です。今のところ上記の研

究ではAIは使っていないそうですが、いずれは当たり前になる。

そうなると、生きる意欲とか楽しみ、自己効力感、自己肯定感によっ

て、自分が存在することの喜びにより価値を感じ、参加と貢献意欲を刺

激する。ケアマネジャーの方々は日進月歩で進化されておられるので、

当たり前の事柄かもしれませんが、生産性向上の意味に触れておきまし

た。

現場の方々が日々、目の前の利用者のために一生懸命頑張っておられ

る姿には頭が下がるばかりです。この点を踏まえた上で、介護・生活ケ

ア分野の生産性向上が図れないと、今グラフで示したような状況のもと

では日本人の２０％が医療・介護に従事しなければ足りなくなります。そ
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んな事態では経済成長どころか、GDPが減ってしまいます。

今年のGDP成長率の世界平均は３．９％、EU平均が２．０％です。日本は

１％しかない。アメリカ、ドイツ、フランスよりも低く、何と経済不安

を抱えるギリシャよりも成長率が低い。そうした環境の下でGDP成長

を引っ張るのは、残念ながら地域包括ケアにかかわる分野ではありませ

ん。医療や介護の分野は社会の下支えです。経済成長を支える基盤です。

成長を引っ張っていける分野は、やはり技術力を高める産業、すなわち、

金融、ICT、MOT、AIを含む先端製造業、あるいは付加価値の高い食

料品をつくる産業などです。我々が従事する分野は、「そういう先導分

野で人が働いていても社会は大丈夫です。介護離職しなくて済みます」

と約束する役割を担っています。ただしそのためには、この分野の生産

性向上が必要だとの脈絡で話をしてきました。

サービス事業者の生産性向上。２０４０年に向けた事業者の姿

もう１つ話さなくてはならないテーマは事業経営です。介護現場の

方々、それから、介護事業所の管理者が、法人経営については余り気に

していないケースを目にしてきました。例えば地域連携推進法人に加わ

るべきか、地域介護連携推進法人創設を働きかけるか、戦略として多地

域展開がいいのか、地域ドミナント戦略のどちらをとるか、地域におけ

るポジショニングをどうするか、経営統合をいかに進めるか、経営統合

のときの財務体質をどうするか、等々が法人レベルの経営責任事項です。

こういったテーマに関しては、残念ながら、社会福祉系統の優れた現

場職・管理者は、医療機関経営者層と比べて相対的に経験が弱い、企業

系に比べるともっと弱い。生産性を高めるとは、現場の生産性を高める、

事業所単位での生産性を高める努力も必要だけれども、実は法人単位の

生産性向上もありえます。
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現に取り組んでおられる組織の話を伺うと、やはり法人規模が大きく

なると資本生産性の向上は大きいようです。まずは資本生産性を上げな

ければいけない。そう考えると経営統合は意味を持ちます。もしそれが

嫌だったら、経営戦略構築にあたっては、撤退や売却も善ですから、経

営責任を離れ、現場の質向上に邁進してもよい。ちょうど、「自分はレ

ストランの経営、資金繰りや給与計算を考えるのはもう嫌だ、世界一を

めざすシェフで一生いたい」「病院経営はプロに任せて自分は手術の神

様をめざす」と同じです。その選択は自由で、尊重されるべきです。優

れたケアマネジャーとして一生過ごしたい、それもありえます。

旅館の例でいうと、旅館経営に必要な改築資金獲得のための財務戦略

などが苦手でうまくいかず、売却したものの、旅館の番頭として残り、

現在の経営者ともども前向きに仕事を行っている方もおられます。法人

資料２８
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経営のプロと現場のプロはどちらも大切です。本人の選択にかかってい

ます。

世の中全てプロは必要です。介護だけではなく、植木屋さんでもレス

トランでも。だから、経営者として向いていないと判断したら、それは

人生の失敗でも何でもないのだから、高く売ってしまえばいいのです。

現場の質が高ければ買ってくれる法人は必ずみつかりますから。こうい

う選択を考える視点も生産性向上策と言えます。

おわりに

最後のスライドです。課題解決型対応から目的達成型戦略へ。介護制

度や地域包括ケアシステム論が始まる前には、日本社会のみならずフラ

ンス社会もスウェーデン社会も同じく人類が初めて遭遇した要介護者処

遇という課題に直面していました。ただし、多くの経済的先進国は２０世

紀初頭生まれの方たちに悲惨な死をもたらさないと決意する意欲と理念

がありました。

しかし、第二次世界大戦後に生まれた世代にとってみると、もはや後

追い課題解決型ではなく、どうせ高齢化する社会ならその変化を利用し

つつ、社会のあり方を変えていく目的に向かっていかないといけない。

目的概念としては、「地域共生社会」より「多世代共生社会」のほうが

いい言葉だと思います。「多世代共生」を改めて訴えたい。

なお多くの人は年寄り専用住宅には本当は住みたくない。それが好き

な人もいてもいいけれども。子供の声が聞こえたり若者がいたりする方

が住みかの雰囲気としては明るいし安心できる。本来、地域は多世代で

成り立ってきました。

高齢社会対応戦略づくりは２０２５年までに早く構築過程を終えて、実施

段階に移る。我が国の持てる知恵は子供のことに向かっていかなくべき
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だからです。ただし、その前に、今日のこれからのシンポジウムで言及

されるでしょうが、地域ごとの努力が求められます。全国共通の地域包

括ケアシステムなどあり得ない。地域ごとの進展を学びたいですね。

以上でちょうど予定時間になりました。どうもご清聴ありがとうござ

いました（拍手）。

○司会者 田中先生、どうもありがとうございました。それでは、今、

舞台を設定しますので、ちょっとお待ちいただいて、次は対談に移りた

いと思います。

資料２９
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■ ディスカッション（西村座長、田中先生）

西村座長から田中先生への問いかけ

○西村座長 これから１時間は田中先生の講演を受けて、私が座長を

やって、田中さんと会談するということになりました。当初は、私が座

長をやって、もう１人、辻哲夫さんが一緒に加わって３人でやる予定だ

ったものですから、その手はずでいろいろやっていたのですが、予定が

変わってしまいましたので、少しだけ私が「田中先生への問いかけ」と

いうタイトルでお話をさせていただきます。

ただ、先に申しておきますと、私と田中さんは４０年近くの付き合いで、

その間おそらく私と田中さんは、１００％とは言いませんが、ずっとほと

んど意見が異なったことがない仲です。今日の話も実は私は１００％賛成

です。ですから、あまり議論が進まない。そこで、敢えて私はちょっと

違う話を、田中さんに投げかけようと思いました。

辻さんと田中さんは基本的に東京で厚労省のいろいろな審議会で、さ

っきお話があったように、１９９４年に新ゴールドプランができる直前くら

いから、政策形成にかかわってこられたのですね。私は「介護保険がで

きますよ」という話を、京都で委員をやったり、いろいろなことをやっ

ていましたけれども、政策形成に関わっていません。田中先生は、政策

形成の裏の話はできません、裏の話はお酒を飲まないと言えませんとお

っしゃったのですが、私はこれから裏の話を聞きたいと思っています。

私は、少なくとも介護保険に関しては適切なことをやってきたと思いま

す。田中先生は７０点とおっしゃいましたけれども、私は７年前に東京に

来る前は６０点と思っていました。しかし、今は９０点ぐらいだと思ってい

ます。
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ただ、正確にいうと、地方にいるとその９０点が伝わらない。だから、

さっきの裏の話、お役所で研究者と役所の人間がかんかんがくがく議論

して、「こうではない」、「ああではない」という議論をやっている、そ

の途中のプロセスが見えてこないのですね。地方自治体、頑張れという

けれども、地方自治体も、もちろん地方自治体がよくない、担当者がか

わるとかいろいろ言われますから、地方自治体にも問題はあるのですが、

この後も申し上げますが、専門家と素人の関係で起きる議論とよく似て

いて、国の介護保険行政は専門家の集まりでやっておられるのですが、

僕らは実は素人なのです。

専門家にお願いしないとだめなのに、素人に、例えばターミナルケア

のあり方をもっといろいろ自分で勉強しなさいと言われて、それを言わ

れたら、「はい、そうですね」と思うけれども、さっきの最初の表彰式

のときのお話もありましたように、なかなかそれが現場でいろいろ言わ

れるとわからないということがあります。そこで、私はあえて問題発言

を６つ田中先生にしようと思います。

西村座長から田中先生への問いかけ

１．「本人」本位はどこまで進んだか？これを妨げるものは何か？

２．脱「施設」・在宅重視の理念は揺れ動いていないか？

３．在宅「医療」が進まないのはどこに原因があるのか？

４．「在宅サービス」の質の評価は？

５．多職種協働の状況は？

６．「地域包括ケアシステム」を「地域共生社会」へ進めるためのネックは？

１つ目は、２０１３年ごろの資料だと思いますが、田中先生が植木鉢の絵

を描く主導者の一人です。そこに「本人・家族の選択と心構え」とあっ

たのですが、本人が表にボッと出ました。これは実はとても大切なこと
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で、大賛成ですが、「この本人が」ということが現場にはなかなか伝わ

ってこない、あるいは広がってこないということですね。これについて、

次のスライドで自分の意見を若干言いますが、先に一とおり言います。

それが１つ。

次に２つ目、実は施設から在宅へという流れは間違いなくあるのです

が、ちょっと右往左往する、行ったり来たり。これは僕ら国民からみて

も、自分が本当に自分のこととして親を介護すると、毎日悩みますよね。

もうそろそろ施設に入ってもらいたいと考えたり、それはさっきの１番

と関係していて、本人の意向を尊重すると、家に置きたい。しかし、世

話する人間からすると、やはり施設に入ってほしいということがありま

す。この問題は行ったり来たりしているわけです。実はこれに対しても

私は１つだけ答えがあるのではないかと思っていますが、とにかくこの

問題はいまだにしっかり解決していないと思っています。

３番目、そういう意味で、そういうことが難しい１つの理由は在宅医

療です。医療が進まないから、特に介護者の専門的知識については、素

人はいろいろお話を伺うと生活の場で少しずつわかってきます。ところ

が、お医者さんがおっしゃる話が一番難しい。次に、訪問看護師さんの

話も、秋山正子さんに怒られるけれども、秋山正子さんのところは違い

ますが、非常に難しい退院支援の話も、先端的な退院支援をされる方は

よく理解できるようにお話しされるのですが、なかなか難しい退院支援

をしていただく看護師さんもおられますというような問題ですね。そし

て、在宅医療が進まないのはどこに原因があるか。これはもうちょっと

国は考えるべきではないか。

それから、４番目。これは在宅サービスの質。これは次のスライドで

申し上げます。

５番目は多職種協働、これも実はさっきの話題にありましたが、なか

なかこれは難しい。
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最後６番目です。一番難しいのは、田中先生がいろいろおっしゃって、

実は後半（第２部）に堀田聰子さんが座長で展開されると思いますが、

これからは「地域包括ケア」から「地域包括ケアシステム」、さっきお

っしゃった、「地ケア」と省略するそうですが、そこからもうちょっと

進化させて、「地域共生社会」をつくらなくてはというふうに、問題が

広がっていく。これは後半でお話ししていただきたいと思います。

一応、私、それぞれの課題に対して若干の答えを用意しました。第１

番目は、一人一人のニーズについての調査が十分でない。もっというと、

一番欠けていることは、一人一人の考えが日々あっち行ったりこっち行

ったりするということです。あっち行ったりこっち行ったり、今日は家

でお世話になるか、明日は施設に入るか、いわゆる忖度。つまり、私は

家にいたいけれども、お世話してくれる人に迷惑だからというお話があ

ります。

では、こういう話をどうやってこれから解決していくかというと、私

はもうちょっと揺れ動く個人のニーズを捉え、単なるアンケートではだ

めで、本当の生身の正直な、まさに今日のお話、いろいろな感想があっ

たり、あるところで感じていることをいろいろな形で情報収集していく

ことが大事ではないか。

第２番目、同じ話で、私は介護保険で本当に１００％良かったと、９０％

賛成でよかったと思うのは、はっきり言って介護保険制度が成立する前

夜というのは、さっき田中先生のお話がありましたが、このあたり、実

は田中先生のご苦労もちらっとおっしゃいましたが、ぜひ、おっしゃっ

ていただきたいのは、家族介護に対する手当を支給すべきだ、つまり、

それはドイツの事例ですが、審議会等でそういうことの非常に激しい論

争がありました。

ところが、私は結果的にとても良かったと思うのは、日本に関しては

家族介護に対する手当はつきませんでした。それはおそらく、かなり介
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護従事者を増やすことに寄与し、今の状態に来たので、私は良かったと

思います。しかし、いまだに介護離職もあります。そういう話がもっと

もっといろいろな場で、家族の役割をどのように考えるのかを本音で、

正直ベースで議論しないと、なかなかこれからの展望は開けない。

さっきの最初の感想文のお話もありましたけれども、やはり家族があ

る程度役割を果たすべきだということは、おそらく多くの方が賛成と思

います。しかし、かと言って、その負担を最小限にしたいというために

どうしたらよいかという議論は、これは本当に言葉として触りにくいの

ですね。

介護保険とか税金でいろいろなことをやると、平等主義が基本で、実

は私が言っている話は池上先生が書いておられる話なので、私の意見で

はないのですが、公的にやろうとすると、一人一人、一回一回、家族の

事情を細かく配慮して、いろいろなサービスをここまで提供する、しな

いというのは大変難しいというので、これはやはりこれからもっと議論

しないとだめではないか。

第３番目、これの答えは簡単。もっと若いお医者さんに医学教育を改

善して、在宅の重要性を、特にこれは「医療モデル」から「生活モデル」

という話がありまして、先だって、田中先生とご一緒したところで、愛

媛の在宅医療をなさっている永井先生、さっきの話にも関係しますが、

「死亡すること、死は敗北ではない」と医師がおっしゃいました。

実は私たち医師以外は、あるいは看護師さんはわかりませんが、多く

の人間にとって当たり前で、いつか死がやってきますから、死は敗北で

はないのですね。ところが、お医者さんにとっては、どうやら死は敗北

みたい。そこの折り合いをどうやってつけるかという話をもっともっと、

さっきもお話があったように、今、現場にたくさん行かれる医学生が増

えてきました。そういう方を通じてゆっくり変わっていきますが、私は

２０４０年までに間に合わないのではないかと思っています。
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それから、第４番目、さっきの話で飛ばしたのですが、この後もぜひ

やりたい、生産性を向上させるためにどうするかという話が田中先生か

ら問題提起がありました。営利企業が在宅分野に参入しましたね。これ

は功罪があったと私は思っています。しかし、これはもっと正確に検証

しないといけない。やはり必要以上にサービスが増えたという罪という

のはあったと私は思います。しかし、同時にさっきの家族の負担を大幅

に軽減する努力を事業者がかなり一生懸命やってきたと思います。これ

からは家族の負担を含めた生産性をどのようにやるかということを考え

ます。

第５番目、これも一言だけ。多職種協働は意外に難しい。それぞれの

職種でみんな同じ内容のことを違う言葉で話します。一番人工知能にや

ってほしいのは、そこの同時通訳機能で、皆さんのご専門で、リハビリ

の専門、OT･PT、看護師さん、みんなそれぞれ微妙に違う表現をされ

て同じことをおっしゃいます。なかなか話が通じない。こういう簡素化

と統一化をやってもらいたい。

最後、第６番目は、もう省略、お後がよろしいようでということでお

願いしたいと思っています。

以上、ちょっと余計な話をしましたが、田中先生にこの後、いくつか

質問したいことがあるので、まず簡単にこのことについて印象というか、

何か田中さんとは八百長をやっているみたいで、皆さんには大変申し訳

ないですが、よろしくお願いします。

田中先生の回答

○田中 八百長ではない証拠に、いきなり直球が飛んできた感じです

ね。いずれも１個だけの正解しかなかったら、それが選ばれて実現して

いるのではないかな。政策論に一般に唯一無二の正解はありません。ど
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の問いにも複数の正解が存在します。

第１番目です。本人本位を拡大解釈し、本人の欲望のままに保険給付

を行う設計は、公的・私的を問わず、保険制度ではあり得ません。保険

制度を破綻させずに持続するためには、事前に定められ、一定程度は保

険数理に裏付けられた、客観的に判定可能な保険事故に対する給付しか

できないからです。

「地域包括ケアシステム」では、本人の意欲・意思も重視できますが、

介護保険がいう「本人本位」は、「本人の尊厳ある自立に資する」が本

位です。これを間違えて、本人が望むままのケアプランをつくると、場

合によっては現時点で表面上楽をするための「御用聞きプラン」になっ

てしまって、かえって本人の要介護状態を悪化させかねません。だから、

自分がどういう生活をしたいか、できるか、かつてしていたかなどにつ

いて、西村先生が指摘されたニーズの調査は重要です。本人の調査が弱

いとの評価には賛成です。本人の調査ができている自治体はまだ数が少

ないのではないでしょうか。

さらに、５年前と現在の比較ができているところはもっと少ないと思

われます。本人本位の仕組みであるかどうか、最終的に責任をもつのは

保険者のはずです。保険者である以上、被保険者の動向調査をしておく

義務がありますが、今のところ自治体にはそこまでの力をもった分析力、

あるいは家庭への介入力をもっている専門の方が少ないので、なかなか

広まりません。本人本位を各地で本当に実現するためには、市役所・町

村役場のエンパワーメントが必要であると考えます。１番目のご質問に

対する、「例えば」の答えは一応そうなります。

第２番目の施設と在宅についても、私たちは文学的表現を唱えていま

す。かつて言われた「施設から在宅へ」ではなく、「概ね在宅、時々施

設」との表現です。人は時々入院したり、時々入所したり、また在宅に

帰ってきたりを繰り返しながら、質の高いサービスを受けつつも、長期
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で見れば加齢によりだんだん弱っていき、最後に人生を卒業していきま

す。施設と在宅は相反する対比概念ではなく両方を使い分ける。ただし、

メインはあくまで在宅です。そのために在宅限界を上げていく。この場

合の在宅は、住み続けてきた旧来の家だけではなく、グループホームや

特定施設、サービス付き高齢者住宅などへの住みかえを含んだ概念です。

一方、施設とはある目的を果たすために一定期間利用する場所で、在

宅との対比概念ではなく、両者を循環的に使っていくと考えております。

そのときに、住みか機能の高い特別養護老人ホームを施設と在宅のどち

らに入れるかが問題になるでしょう。ただし、現在の特養の多くは在宅

ではない施設性があります。プライバシーとか自分の時間の自由さ、こ

ういうものが確保されないと住みかとはいえません。

これに対し、介護老人保健施設は本来、３ヵ月とか６ヵ月のように一

定の期間だけ利用する施設です。リハビリテーションを通じて在宅復帰

を図り、在宅生活を送る機能を高め、さらに在宅復帰後の療養生活を支

える目的がある。病院はもっとわかりやすいですね。治療目的のために

利用する施設であって、住む場所ではない。

それに対して、今回できた介護医療院は住みかとしての位置づけが明

確に与えられました。特養の「住みか性」が強まれば、本当に機能とし

て必要な医療施設、介護保険は、介護医療院が住みかに分類されて施設

群から抜けたので、高度急性期病院、急性期病院、回復期病院、医療療

養型病院と老健に絞られます。そうすると、まさに「在宅と入院・施設」

の循環が見えやすい姿に一歩近づくので、ベースが在宅である形の設計

がしやすくなります。政策はその方向に動いてきました。

こうした方向性の中で、介護医療院は、これからいろいろな学会など

でシンポジウムが開かれます。着目してください。これは病院・施設の

一部が、「生活を医療が支える」が住みかに変わっていく過渡期の段階

の姿です。
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３番目は在宅医療について。医学生に対する教育改革によって在宅に

興味を持つ医師を増やす方向は大賛成です。長寿医療センターの大島先

生がいつも言っておられますね。言っていらっしゃるのではなくて怒っ

ていらっしゃいますね。ただ、在宅のときから「死とは尊厳ある人生の

卒業でありうる」との割り切りも必要です。在宅に携わるようになった

医師から聞くと、若いころ、入院医療では死は医療の敗北だと思ってい

たが、尊厳ある卒業、QODはむしろ医療者の使命を果たしたことにな

ると気づいたと口々におっしゃいます。つまり教育課程の改革は不可欠

です。

システムとしての在宅医療が進まない理由の一つは、在宅医療に踏み

込むと予定外の急な訪問依頼が増え、時間がなくなって大変だとの間違

った印象を医師に与えているからです。とはいえ、在宅医療を行ってい

るドクターの多くが、慣れてくると、「そんなに始終呼ばれるものでは

ない」と話されます。訪問看護師はもっと訪問回数は多いでしょうが、

ドクターは、在宅医療を利用されているご本人・家族との信頼感ができ

あがると、必要性が低いにもかかわらず急に呼ばれるケースはずっと少

なくなるとの経験談をしばしばお聞きします。

始終呼ばれるわけではないとわかってくると、医師も在宅医療に踏み

込みやすくなる。ただし、機能する訪問看護ステーションが近くに存在

しないと在宅医療は継続できません。病院内ではチーム医療が当たり前

です。在宅でも同じ。チーム医療とは多職種が連携して初めて実施でき

ることに違いはありません。

今年の診療報酬・介護報酬改定において、在宅医療にかかわる重要な

変化は、入退院時のギャップ縮小と看取り期の連携であると言えます。

看取りについて介護報酬と診療報酬の併給ができるようになりました。

そうした社会保障制度による支援も拡大しつつあるので、在宅医療を検

討する医療者、医療経営者が増えるよう期待しています。
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次、第４番目。こんなに早く次々に答えると、時間前に終わってしま

いますね（笑声）。論争しなければいけないかな。

では在宅サービスの質の評価に移ります。サービスの質の評価は、ケ

アプラン作りの入り口であるアセスメント、情報のインテークから始ま

ると考えています。プランが良ければ、あとはそれがいかに実行された

かを評価すればいいのですね。

アウトプット評価はさしあたりは無理です。この世界においては、ア

ウトプットは、短期のリハプログラムなどを除き長期の評価が難しい。

なぜなら人はいずれゆっくり弱っていって、やがていつかは死に向かう

からです。最終的な調査は、亡くなった方にあなたは満足して卒業でき

ましたかとアンケートをとるしかないでしょう。いかにAIが発達して

も亡くなった方にアンケートをとる方法はないと思うので、最終的なア

ウトプット評価は行えない。

とすれば、ケアプランがどうか、そのケアプランに沿ったサービスが

提供されたかにかかわる「プロセス評価」ができるかぎり客観的になさ

れるよう研究を進めるべきです。これなら可能だと思います。ただし、「プ

ロセス評価」をするためには、ケアプランの評価ができないとだめです。

ケアプランそのものが、よく指摘されるように玉石混交だとすると、ケ

アプランの質を上げることが、次の報酬改定に向かって非常に大きな検

討材料だと想定しています。

５番目。多職種協働は、これもケアプランを共有し、予後予測を共有

できているかどうかで決まります。AIの力やICTの力は重要ですけれど

も、プランと予後予測を共有できていないと、本当の多職種協働を行え

ない。単なる申し送りの多職種協働では、あるいは時々みかける「魂レ

ベル（？）」の協働だけではだめです。すぐれた技術・システムを使っ

ていきましょう。

最後の６番目です。これに対する第一の答えは以下の通りです。地域
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包括システムを活用し、「多世代共生社会」の実現に向かって進むため

には、住民や地域のいろいろな組織も加わり、その力も使って自治体が

頑張る参加型の過程が不可欠です。これには、さっきいった黒子という

より、仕掛け人、あるいは演出家としての自治体職員が求められます。

できれば首長が「我がまちは、地域包括ケアシステムと呼ばれるツール

を使って、地域共生社会・多世代共生社会をゴールとして進めていく」

といった宣言をしてくださると強い推進力になります。

以前、院生に調べさせたのですが、市長の年頭演説とか市のホームペー

ジのどこに「地域包括ケアシステム」とか「地域共生社会」がどのあた

りで出てくるかによって姿勢がわかります。「我が市はIR、カジノでま

ちおこし」と唱えている首長もおられるでしょう。特定の政策について

悪口を言うわけではありませんが、我々の視点からすればもっと大切な

市役所の責務があり、そちらに進んでいただきたい。

いずれにせよ、市役所だけでできることはないので、市役所の宣言は、

住民の皆さん一緒に進めましょう、知恵を貸してください、地域支援コー

ディネーターになってください、医師会や町内会との会合を重ねますな

どの実効策が伴わなくてはなりません。首長の覚悟が将来を決める大き

な要素です。

ディスカッション

○西村 反論なんてないけれども（笑声）。ただし、いくつか補足す

ると、さっきのサービスの質に関して、この後、もう一回生産性と絡め

て議論したいのですが、この国では、結構マーケットを大事だと思って

いる人がいて、さっきの保険者機能の強化と言い出して、いろいろなこ

とを言っている人があって、それは私、田中先生がちらっとおっしゃっ

た、本当にまったく同じ。つまり、市場というかマーケットというもの
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の捉え方がそういうアメリカ的な市場を捉える人の捉え方と日本は違う

ような気がする。例えば極端なことを言うと、介護保険で上限が設定さ

れていますが、よく考えたら、１万円のサービスを１，０００円で手に、１

割負担というのはそういうことで、こんな安いサービスはないですよね。

でも、多くの人たちは、この多くの人たちがというのがポイントで、１００％

はいません。そういう人も中にはいる、使わないと損だ。しかし、大部

分の人たちは自制心がある。実は提供側も質のいいサービスを提供する

にはどうしたらいいかということを考えて、しかし、同時に採算がとれ

ないとだめだよという発想がありますね。そういう意味で私は田中先生

とまったく同じで、もうちょっと補足すると、今、健保組合は、健康経

営といって病気にならないようにしましょうと。それはさっきおっしゃ

ったように本当にいいのですが、では、協会けんぽはどうするのかと。

しかも、多くの人たちのライフコースをずっとみていると、かなり多

くの人が最初に大企業に入ります。これは意外に、つまり、非正規とい

うけれども、最初に大企業にいた人が多いのです。合わなくて数年でや

めて非正規になってしまう。しかし、そうではなくて順調に大企業で過

ごして、ある程度いくと中小零細企業になります。つまり、協会けんぽ

に行きます。それから、国保に行って後期高齢者医療制度です。

つまり、日本の制度って、１人の人間が一生のライフコースについて

同じ制度のもとへということがないので、どうしても田中先生おっしゃ

る、本当にまったく同じ意見で、今、「ポピュレーションヘルス」にす

ごく注目していて、例えば、よく考えたらわかりますが、私たちがお酒

を飲み過ぎる、たばこを吸う、そういう行動は自分１人で孤立して考え

てやりましたかと。

田中先生もお酒を人と一緒に飲むのが好きだとおっしゃいましたが、

中には１人で飲む人もいるでしょう。しかし、それにはその前にいろい

ろ１人でも飲みたいと思う何かきっかけがあったわけで、そういうこと
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を考えると、やはりこれから私たちは１人の一生、ライフコースを通じ

て、例えば健康あるいは最初から障害をもっている病気の人はどのよう

になっていくという発想がこれからとても大事で、まったくそれは、す

みません、これは反論ではなくて、さっきのお話の中で大賛成な話です。

実は今の話と関係しているのは、シームレスなケアができるかどうか

ということ、今、受ける側がいろいろな制度を転々とします。提供側は、

さっき先生おっしゃったように、確かに在宅と施設がシームレス、連続

的、ただ、ここは専門職がもうちょっと勇気を出して、つまり、自分の

所属する施設だけを見ているというのは、どうしてもそういう傾向にな

りがちですよね。

だから、そこを何かもうちょっと、今回の診療報酬改定は、私はさっ

き言ったように９０点で、今、そういう困難な難しい話は着実に介護保険

あるいは医療保険とセットで進んでいると思いますので、私は行政のや

り方は９０点あげたいと思います。しかし、もうちょっとスピードアップ

して外へ出ていく、日常生活の中で医療・介護をみていくということが

もうちょっとできないとだめかなと思います。すみません、自分の意見

ばかり言って。

○田中 ありがとうございます。今回の法律改正と報酬改定において、

事業者が自分の事業所だけではなく、自組織が存在する地域をみなくて

はいけないとする規定が増えました。典型的な例は老人保健施設です。

今回の法律改正で老健とは在宅療養を支援するところであるとの定義が

入りました。老健とは中に入った人に対するサービスだけでは存在目的

を果たしているとは言えなくなりました。前回は在宅復帰が入り、今回

は在宅療養支援が定められた。

一方で、法律上の定義に合わせ、老健に対する介護報酬設定が５段階

になった改定はご存知の通りです。超強化型、在宅強化型、加算型、基

本型、その他型です。在宅生活を支援できると点数がついてきますが、
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自分の施設内にサービスを提供するだけでは評価が低い。これは面白い

世界でしょう。

急性期医療の入院基本料も７段階になり、こちらは入院基本料１、２、

３、４、５、６、７と名付けられました。名称に文学性は伴いません。

これに対し介護の方は、「超」などという非法律的な形容が行われまし

たが、一番文学的な言葉は、「その他」なるカテゴリです。普通は基本

型が一番下にあって、それに順にプラスが乗っていくでしょう。ところ

が「その他型」は基本の下なのですね。小学校のクラスで、君は「その

他だ」と教員に言われたらもうほとんどいじめだと思うのですが、今回

は制度が「君はその他だ」と分類する。そのぐらい在宅復帰、在宅生活

支援が重要とのシグナルと言えます。

新しくできた介護医療院も、運営基準に、存在する地域との関係が入

っています。機能強化型訪問看護ステーションも、自分の顧客へのサー

ビス提供ではだめで、周りのステーションを応援しなくてはならない。

周りの訪看の人を呼ぶか、こちらが出ていって指導する。西村先生が言

われたように、地域単位でみていく視点をもっていないと運営基準を充

たさない、加算がとれない、減算される、そういう時代になりつつあり

ます。こうしたシグナルは優れた経営者の方々はとっくに読み取ってお

られるでしょうが。

○西村 今、本当に２つ大事な話を伺いまして、１つはやはり言葉が

いかに大切か。「その他」ね。まさにおっしゃる通りだと思います。も

う１つは、私も最近、老健の経営者の方が去年ぐらいまで本当にやる気

をなくしていたのですが、今回の報酬改定で地域という言葉が出てきて、

すごく張り切っておられる施設にお会いしたことがあります。だから、

間違いなく地域ですよね。

先生のスライドにも地域がどんどんいっぱい出てきました。しかし、

やはりもう１つの疑問は、「地域って何よ」というものを、もうちょっ
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とはっきりさせないとだめですね。「地域とは何か」というのは、もち

ろん地域を直接扱わなくても、面白い試みを聞くと、地域ってこのよう

に考えるのだとわかると思いますが、田中先生は「地域とは何か」とい

う質問に対して何かご意見ありますか。

○田中 わからないから、ことし医療科学研究所のプロジェクトでは、

「地域とは何か」をテーマと定め、識見を持つ研究者を集めて検討を開

始しました。おっしゃるように、地域医療計画の地域は二次医療圏です

し、地域包括ケアシステムの言う地域は生活圏域、すなわち中学校区な

いし小学校区と、ずっと小さな範囲を指します。他方、東北地域と表現

すると、県を超えるなど、地域なる言葉の使い方をめぐる整理は必要で

す。それは問題意識として役所側も我々と共有しているので、１つで答

えるよりは研究プロジェクトで整理しようと、概念整理を学問的に行う

ことになっています。

○西村 １つだけ申し上げると、ことしは同時改定だったのですが、

普通にいくとおそらく６年後、２０２４年にまた同時改定で、そのときには、

おそらく厚労省は、つまり、医療は二次医療圏内、介護は中学校区内と

いう発想でやろうと。しかし、それをどうやってドッキングするかとい

う話をこれからいろいろな方のご意見を伺って、厚労省の知恵を集める

という話がありますが、なかなか難しいですね。

私は、「我が事・丸ごと」の話、実は最近京都に帰って、「我が事・丸

ごと」で一生懸命やろうとしているのですが、そのときやはり一番ぶつ

かるのは地域で、面白いチームがたくさんあるのですが、うちの近くは

ないな、どうやってつくるかという話をいただいたり、そのとき、地域

住民、これは今、おそらく西日本の方はご存じと思いますが、東日本の

方はあまりぴんとこなくて、実は昔の７年前の東日本は、西日本の人は

あまりぴんとこなかった。

今度は、今、自然災害がいろいろなところで、特に西日本で起こって
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いる。これに対する感度がやはり地域ごとに違っていて、しかし、今、

ご承知のように、ボランティアが多く入られて、そのボランティアのニー

ズと提供をどうやってマッチングするかというのが新たな問題として出

てくる。僕が日本は捨てたものではないなと思うのはそこですね。そこ

がおそらくいろいろなところで地域を掘り起こしていって、田中先生の

スライドに「耕す」ということがありましたが、それができるかなと私

も期待をしております。

最後に、まだ１５分ありますから、私のほうが田中先生よりそういう立

場にあるかわかりませんが、両方とも経済学者ですが、私のほうは、ど

ちらかというと企業さんが「ヘルスケアビジネスに参入したいけれども

何かありますか」と聞いてきます。田中先生はたくさんありますといっ

ていらっしゃいます。私もたくさんあると思います。確かにこのヘルス

ケアという分野は、介護を含めて、もちろん介護中心にといってもいい

ぐらいすごい大きな、これからの日本経済を支える柱になる。

ちなみに、この間、厚労省が発表した資料によると、２０１８年に大体医

療・介護で働いている人が１０％ぐらいいて、９．８％かな、それが２０４０年、

１８．９％という数字が出ています。つまり、５人に１人は医療と介護で働

いている社会が実現する。もちろんそれにはいろいろな困難があります。

でも、僕は、それは可能だと。

別に５人に１人が医療・介護で働いてもこの国はだめにはならないと

思いますので、それは大丈夫だと思うのですが、やはり多くの方々が日

本の社会で少なくとも今まで営利企業で働いておられるし、今も現状、

営利企業で働く人も多い。そういう方のご意見を伺うと、やはり割と目

先の利益ということをおっしゃる方が多いですね。

これはこの間、慶應の樋口先生にお話を伺って、今から２０年ぐらい前、

いわゆるまさに「株主資本主義」が出て、株主の声を聞くことが必要に

なったときから、私たちは少し先、例えば「２０４０年を予想して何かやろ
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う」と言っても、株主のことを考えると「早く儲けたいよね」というと

きにどうするという、資本主義のあり方という話があって、僕は、これ

を田中さんの意見を聞きたい。質問１です。

もう１つ、そういうことがキーワードですが、やはり生産性で、しか

し、社会の常識として、やはり「ものづくりをやっていかないと」とか、

「こういうサービスで利益を出さないといけない」とか、「IT産業が」と

かいうことが言われて、生産性を上げることが意外に難しい。この辺に

ついてさっきの田中先生のスライドを、もしできたら出していただいて、

もうちょっと田中先生のご意見を伺いたいと思うのですが、いかがで

しょうか。

○田中 株主が短期利得を求めると言われるケースが多いものの、必

ずしもそういう株主だけではないがゆえに、３０年先を目指して事業を運

営し、技術革新を図ってきている企業も、今でも少なからず存在します。

他方で不祥事を起こす大企業も後を絶ちませんが。いずれにせよ、未来

志向で社会的視野をもった企業や起業者が入ってくることは問題ではな

い。ただし、介護の分野に入ってきて短期で利益を上げて出ていこうと

するタイプの企業には来てほしくない。どっちみちそういう人はあまり

研究室には来ませんが。相談に来られるのは、自分がつくっているセン

サー技術なりAIなりアプリなりをこの分野で生かしていく、長い目で

投資して介護分野の生産性を上げることに協力したいと希望する方がお

こしになります。

介護保険ができた頃には、介護バブルと揶揄された時期も確かにあり

ました。参入すれば比較的短い期間で儲かると踏んで入ってきた人たち

がいなかったわけではない。とはいえ、公益性の高い産業分野における

利益とは、「収入の源泉である社会保障制度の上位目的に貢献しつつ、投

下した資本と労働を効率的に使い、長期安定的に利益を得るのだ」との

姿勢さえもってくれれば、営利企業だからと言って否定するつもりはあ
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りません。それぞれが持つ強みを生かしていただきたい。

介護分野の人材については、６人に１人程度は、むしろ１人当たり生

産性が低い人でも働けるようにしておきたいですね。具体的には高齢者

とか、何らかの障害をもった方でも働けるあり方が望ましい。一方、国

際経済競争で投下資本利益率２０％を目指し、「切った張った」ができる

ような人はこの分野の現場で働く必要はない。GDPを力強く成長させ

るためには、国際経済社会で競争する人が不可欠です。そこでは１人当

たり平均GDPの何十倍、何百倍の付加価値を生み出す、「他人を倒して

でも」タイプの気概も求められるでしょう。その成果を納税あるいは寄

付していただければよい。

これに対し、高齢者ケア、障がい者ケア、児童ケアなどの分野の現場

やそれを支える職場では、優しい心を忘れない人たち、少しでも貢献し

たいという人も受け入れたい。ただし、その人たちを生かすシステムづ

くりAI活用は経営者の責務です。分野全体としてはマクロ経済の平均

程度の生産性をあげつつ、心優しい人の働ける産業分野として残す意味

は大きいと思います。

なお、テーマには出ていないのですけれども、あとで堀田聰子さんが

触れてくれるかもしれませんが、認知症の問題が今までの話の流れだけ

では解決できない。西村先生が出された大変重要な問題だと賛同いたし

ます。在宅重視の理念が伴っていても、自治体や住民にとって難しい課

題は認知症です。親や配偶者が弱ってしまった悲しみを別にすれば、身

体介護だけなら、介護サービスを活用して対応できるけれども、認知症

の人と共に生きる家族の方々の支援は、まだまだ大変な状態が続いてい

ます。

したがって、認知症の人に対応する“まちづくり”を進め、互助の力

を自治体の工夫で支援し、センサーやアプリを始め、使える技術を伸ば

す等々の総合戦略を進めなくてはなりません。課題として挙げておきま
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す。

○西村 今の話は、実はこの後、猿渡さんが「認知症フレンドリー」

な“まちづくり”という話をされるので、あまり入るといけないと思っ

ていました。ちょっと別な話から言うと、さっきの続きで、企業が目先

の利益という話で、昔、面白いことがあったという話を聞きました。そ

れはトヨタ自動車がある時期にそういう海外のいわゆる短期の利益をも

たらす株を買う風潮が強まったときに、トヨタは個人株主を育成しよう

という努力をしたという話。

個人が株をもっていると、それはそんな単純に売ったり買ったり、よ

っぽど興味がある人以外はやらない。それはとてもいい発想だったと。

これは、実はこの後、鴨崎さんがお話しになる「社会的インパクト評価」

と関係していて、営利企業であってもいいから社会がその営利企業のイ

ンパクトをちゃんと評価する仕組みをどうやってつくるかによって、こ

れから可能性が出るのではないかと私は思います。

認知症は本当に難しい話で、あとでと思いますが、ちょっと関連する

話で田中さんが今おっしゃったことに１個だけ加えると、私、実は看護

師さんの労働について結構いろいろ関心をもって調べていまして、ちょ

っと前まで病院の勤務条件がどうとか給料がいいとか、そういう話ばか

り一生懸命やっていたのですね。

ところが、今、働き方改革で何をやろうとするかというと、「一人一

人の個人の事情をちゃんと反映するような働き方を模索しましょう」と

なっています。例えば、ちょっと昔の話で、古いのですが、有名な話と

して、鳥取大学附属病院がシングルマザーを、はっきり言うと優遇して

採用するということで、看護師不足を打開するのに成功した。

これは実は非常に微妙な問題で、個人のプライバシーにかかわらずに、

しかし、本人が私はこういう事情で何時から何時まで働きたいとか、さ

っきおっしゃった、高齢者も１週間に３日、何時からお願いしたいとい
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うことに対するアレンジがこれからすごく大事になってきて、それはま

さに経営者の才能、能力ではないかと思いますので、先生がおっしゃっ

た話に加えて申し上げます。

それが、まだはっきりわかりませんが、僕の予想では、その延長線上

に認知症に優しいコミュニティー、社会にいろいろな人が出たり入った

りして、今日は働いている、今日は遊んでいるというような組み合わせ

がどんどん多様化して、ダイバーシティーを認める社会になるかなと、

ちょっと話が飛んでいますが、思います。

この後、さっき申したように堀田聰子さんの司会で４人の話があるわ

けですが、そこで触れていないのは、山口さんの「三方よし」。２つは

触れました。私はちょうど京都へ帰りまして、滋賀県はまさに近くなの

で前からずっと関心をもっていまして、「三方よし」は、今までいろい

ろ話をする事例の本当に最先端地域だと思っています。

田中さん、いきなり難しい質問を言って、最後、答えなくてもいいか

ら何か言いたいことを言って終わりましょう。私の質問は、日本で頑張

って努力して、最先端で感心するようなことをやっておられるところが

すごくあるのに、すぐ横の例えば滋賀県で、「東近江でこんなのすごい

ですよ」と京都市で言ったら、「はあ、そんなのあるのですか」と福祉

関係の人が言ってびっくりします。

その情報の流れというか、もちろんこういうオレンジクロス財団もそ

ういうことに貢献しておられるわけですが、もうちょっと何か工夫はな

いものかなと日ごろ思っています。田中先生、何か良いご意見があった

ら教えてください。なかったら別の話、言いたいことを言って終わりま

しょう。

○田中 深い質問ですね。主催者は誰であるかは別として、県当局で

もいいし、医師会がうまく機能している地域もあります。いずれにせよ、

市町村長、もしくは市役所・町村役場幹部と地元の医師会長、地元の社
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会福祉法人団体のトップによる対談形式のシンポジウムやワークショッ

プを開き、お互いにポジションの意味を確認し合う会合の継続は効果を

生むようです。

現場職の方々大体のところ隣の同僚が何をしているかを見て知ってい

るのです。互いの機能をよく知らないのは市長とか医師会長だったりす

る。ただし、政策は、そうした人たちが賛同し、決定しなければ動かな

い場面が多い。政策づくりは、もちろん現場レベルの声を上げていくこ

とは必要ですが、最後は決断を行うトップ層が、少なくとも反対はしな

い段階にまで議論を煮詰めてもっていかなくてはなりません。これは観

察や経験からの発言でもあります。

○西村 あと４分ですが、田中先生は埼玉県立大学の理事長にこの４

月からなられました。彼のミッションは、もちろん大学のマネジメント

と同時に、埼玉県下のあらゆる市町村に「地域包括ケア」がしっかり確

立していくことが彼のミッションだと思いますが、そうですか。

○田中 その覚悟でおります。

○西村 それと、今の質問をして思いついたのが、きょうご欠席です

が、辻さんは柏でまさに本当に草の根からやるべきことを、医師会会長

さんにさしで話をするというようなことがあるそうです。もちろん中に

URの人を動かすというのが結構あって、“まちづくり”にとってURが

当初は面食らったという話をしておられて、そういう上からも下からも

両方でやられている辻さんの話を今思い出しました。今日はちょっと体

調が悪くてお休みですが、そういう流れがございます。本当に、この後、

４人、堀田聰子さんを含めて５人か、話を聞くことによって、それがい

ろいろなところに広がっていくことを期待して――２分ぐらい早いです

が、先生、何かございますか。では、以上でこのセッションを終了した

いと思います。ありがとうございました（拍手）。

（了）
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