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Close Up 老健

介護老人保健施設リハビリセンターふくえ
長崎県五島市

五島列島唯一の超強化型老健施設として
地域の高齢者を最期まで支える
　長崎県西部に位置する五島列島は、大小合わせると150超の島々からなる群島であ

る。そのうち南西側の11の有人島と52の無人島により構成されるのが五島市で、その

中心が福江島だ。五島市の老健施設は福江島にある３施設である。

　寒の戻りによる花冷えの日、そのうちの１つ、老健施設「リハビリセンターふくえ」（山

下豊理事長。入所：80名、通所：40名）を訪ね、取材した。

島のシンボルである「鬼岳」より福江港を望む。
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山下施設長

Close Up 老健

①「福江港ターミナル」。五島列島内の他の島や長崎・福岡行きの船が発着する島の玄関口。②日本で最後に築城されたとされる「福江城（石
田城）跡」。本丸跡には、現在、県立五島高校が立つ。③島のシンボル標高315mの火山「鬼岳」。尾根からは福江市街が見渡せる。④1778年
建立の「明星院」は、藩主五島家代々の祈願寺で五島最古の木造建築物（県指定有形文化財）。

② ③ ④①

　五島列島最大の島が、ここ福江島である。長崎・福
岡から飛行機で約40分程度。航路では、島の南東に
ある福江港に長崎港からジェットフォイルなら１時間25
分、フェリーだと約３時間10分かかる（博多港からもフェ
リーが１日１便出ており、所要時間は約９時間）。福江
港は五島列島各島をつなぐ海上交通の拠点でもあり、
島内はここのフェリーターミナルを基点に市街地が広
がっている。
　リアス式海岸特有の複雑な海岸線をもつこの島は、
外洋の激しい波の侵食によりできた海食崖が見事な景
観をつくる一方、白い砂浜のビーチも点在する。対馬
海流に乗って多くの魚が回遊することから、“釣り好き
の聖地” ともいわれている。
　島のシンボル「鬼

おに

岳
だけ

」からは、青い海に浮かぶ周囲
の島々が見渡せ、夜は夜で、天空には星々が一面に広
がる。
　豊かな自然が魅力の地であるが、文化遺産も多い。
なかでも江戸時代の禁教令下に移り住んだキリシタン
の信仰の象徴でもある美しい教会群は、同市の観光の
目玉ともなっている。
　現在、福江島の高齢化率は約40％。場所によって
は、60％近い地域もある。若い世代が島外へ流出し、
人口は最盛期の45％にまで減少した。しかしながら、
ここ数年は、都市部からの移住者が増える傾向にある。
昨今のコロナ禍で、俄然、注目を集めつつある “ワー
ケーション”（働きながら休暇も楽しむ生活スタイル）を
自治体も喧伝しており、それが奏功している部分もあ
るようだ。

　医療法人山下医院が運営する老健施設「リハビリセ
ンターふくえ」は、そんな福江島の中心市街地から少
し外れた場所に立つ。独立型の施設であるが、島の
基幹病院である五島中央病院が、通りを挟んですぐ向
かいにある。島内に回復期リハビリテーション病院が
ないこともあり、老健施設が同病院からの直接の受け
皿となっている。
　同施設の開設は1996年７月。理事長の弟である山下
実施設長が設立の経緯を話す。「私の父である先代理
事長は、もともとこの地で有床診療所を営んでおりまし
た。やがて高齢化が進むなかで、病院と在宅の中間
施設の必要性を感じ、老健施設をつくるに至りました。
いまから26年前に開設した際に、この離島で施設の名
称を “リハビリセンター” としたことは、急性期・亜急
性期の受け皿となり、ここでしっかりとリハビリをして
いくのだ、という父の強い意志の表れだったと思ってい
ます」。
　地域の介護サービス資源は、決して十分ではない。

移住者増の流れを受け人員配置強化
超強化型としてリハビリは9名体制に
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介護老人保健施設リハビリセンターふくえ

④③②①

①島の西端にある「大瀬崎断崖」は、高さ150ｍの荒削りの断崖が20kmにも及ぶ。突先に立つ白い灯台が美しい。②遣唐使や空海ともゆかり
の深い五島市。島の西北端には「空海記念碑」が立つ。③キリシタン文化の残る島には、多くの教会がある。写真は「水ノ浦教会」。④福江島
のシンボル的教会といえば、このレンガ造りの「堂崎教会」。県指定有形文化財となっている。

支援相談員の長尾次長 理学療法士の江口さん 山中看護主任 田中介護主任

「ご利用者の多くは高齢独居、老々世帯です。特にホー
ムヘルパーが少ないこともあって、なかなか在宅生活
を維持するのは難しい現状があります」と支援相談員
の長尾康広次長は話す。
　やはり最大のネックは人材不足だ。ニーズがあって
もスタッフが集まらず、ヘルパーステーションの運営が
立ち行かないのだという。同法人は現在、グループ
ホーム、有料老人ホーム、訪問看護ステーションを整
備し、同施設と連携しつつ奮闘しているが、人材確保
に苦労するのはここも同様である。特にリハビリ専門
職については増やしたくても人材がおらず、長年頭を
悩ませていた。
　しかしながら、ここ数年の島への移住者増加の流れ
を受け、少し状況は変わりつつある。
　「職員募集の求人に、『釣り好き集まれ！』とのキャッ
チコピーを載せてみたところ、それに釣られて…かどう
かはわかりませんが（笑）、島外から複数名の応募があ
りました。なかでもリハビリ専門職については、現職の
スタッフに自身の出身校に働きかけてもらったことも効
果的でした。昨年は新たに言語聴覚士も加わり、この
２年ほどで計９名のリハビリ体制が整いました」（山下
施設長）。
　これにより施設類型も2020年８月には、加算型から

超強化型に移行。現在のポイントは85だ。

　開設間もない時期から働く理学療法士の江口真由
美さんは話す。「先代理事長は、かなり早い段階から
ご自分の診療所にも機能訓練室をつくり、『これからは
リハビリの時代だ』と明言されていたような方でした。 
リハビリ専門職のことは最初から尊重してくださり、各
種研修等への参加も快く認めていただいて、離島にい
ながらも研鑽を積むことができました。また、現場に
おいては、島内に回復期病棟がないために、急性期に
近い回復期から慢性期まで幅広い疾患に対する実践
ができ、専門職としてのやりがいもあります。とても恵
まれた環境だと思っています」。
　同様のやりがいは、山中美香看護主任も言及する。

「島の特性なのかもしれませんが、基幹病院が１か所
しかないため、その次に医療的な処置を含むケアがで
きるところとなると老健施設しかないんです。ですから
医療依存度の高い方でも受け入れ、しっかりと医療的
管理をしつつケアをしていくことは、開設当初からやっ
てきました。看護師としては当たり前ですが、老健施
設としてはそこに一定の責任感と自負はあります。もち

老健ながら幅広いリハビリに対応
急性期医療の次を担う責任感と自負も
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Close Up 老健

①・②通所リハビリの様子。頭の体操を兼ね、縦・横に並ぶひらがなのなかからテーマ（例：はな、家電など）に合った単語をつくるゲーム。
③スライディングボード。④移乗ロボット「Hug」。③と併せ、スタッフの腰痛対策にも配慮し導入している。

① ② ③ ④

管理栄養士の松﨑さん 原口医師

ろん大変ですけれど、やりがいも感じています」。
　またケアの現場においては、長らくリハビリ専門職の
マンパワー不足のため、介護職がかなり色濃くリハビリ
に介入していた点も、同施設のケアの特徴だ。
　開設時からの古参である田中隆二介護主任は話す。

「当初、リハビリ専門職は１名でした。ですから必然
的に介護職の我々がサポートせざるを得ない状況だっ
たんですね。なので、老健施設とはこういうものだと、
当然のように我々介護職もリハビリに関わっていまし
た。機能訓練室でリハビリ専門職の補助をしながら様
子をよく観察し、その後フロアでの生活のなかで必要
な訓練を意識して行う。いま振り返れば、期せずして
いわゆる生活期リハビリができていたわけですから、
自然とリハビリの視点が身につき、結果的によかった
のかなと思っています」。
　また、江口さんは話す。「おかげで、互いにコミュニ
ケーションがよくとれ、非常にスムーズな情報共有がで
きる職場風土も醸成されました。ご利用者の生活面を
いちばん知っているのは介護職ですから、彼らのほう
から、『こういうリハビリをやってほしい』などというリ
クエストがあるくらいです」。
　リハビリ専門職は長らく４名体制が続いたが、ここ
２年間で現在の数にまでなったのは、前述のとおり。
人が増えた分いまは少し余裕も生まれ、リハビリ専門
職がフロアに出向く機会も増えた。2007年９月に開始
した訪問リハビリも充実してきた。
　そうした施設のリハビリを別の角度から支えるのが
栄養である。
　「病院ではありませんから、あれはだめ、これはだ
め、というのではなく、とにかく食べていただくことが
最優先だと思っています。せっかくリハビリをしても、

必要なエネルギーやたんぱく質の量が足りていないと
効果がついてきません。経管栄養の方、嚥下困難な方
もいらっしゃるなか、どんな食形態でもできるかぎりお
いしく食べていただけるよう、工夫を凝らしています」
とは、管理栄養士の松

まつ

﨑
ざき

美香さん。
　そのほか、現場の取り組みとしては、ノーリフトポリ
シーもあげられる。同施設は、開設時からの職員が少
なくなく離職率も低い。となると、職員の年齢も上がり、
開設当初27歳だった職員の平均年齢もいまや46歳。必
然的に、職員の身体的負担にも配慮しなければならな
い背景があってのことだった。
　「近年、腰痛対策委員会を立ち上げ、移乗などの動
作を１人でしない、リフトやスライディングボードなど機
器や用具を導入し、できるだけ “人力だけで持ち上げ
ない” 介護を推進しています」（田中主任）。

　急性期からの直接の受け皿となっている同施設とし
ては、当然、医師の担うべき役割も大きくなる。原口
正史管理医師も、１年前にここへ就任した島外からの
移住者。直前までは訪問診療のクリニックに所属して
いたこともあり、「老年医学的な知見もありますので、

老健施設の薬剤費負担大は課題
看取りも年間10名以上
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介護老人保健施設リハビリセンターふくえ

①広 と々した機能訓練室。リハビリ機器も充実している。②理学療法士により施術中。③居室フロアでは、午後のおやつの時間（この日は羊羹と
お茶だった）。④1階玄関横の受付では、対話支援機器「コミューン」を導入。アクリル板越しでも声が聞き取りやすい。

④③②①

原口医師

老健施設の医師となっても、特に戸惑いはなかったで
す」と話す。同施設の利用者が退所した後の在宅生活
における医療的な部分は、近くのクリニックの医師に訪
問診療を任せるなどの連携体制も速やかに構築した。
　「ただ驚いたのは、老健施設の薬剤費がいわゆる
“丸め” であること。知ってはいたのですが、改めてそ
のことの重みをいま痛感しています。もっとも、可能
な限り必要性を検討し減薬に向けた努力はしています
が、なかには中断できない高額な薬剤もあります。１
つの薬だけで１人当たり年間６万円するものもあり、そ
れについては３割くらいの方が処方されていますので、
合計すると約150万円にもなってしまう。もちろん、薬
はそれだけではありません。このことは、なかなか施
設の経営に関わる深刻な問題だととらえています」（原
口医師）。
　入所者の薬剤処方、薬剤費については、どの施設
でも悩ましい課題の１つである。
　ここは離島であり、医療機関の選択肢がなく、互い
に協力し合わなければならないゆえに、なおさら難し
い部分もあるのだろう。同施設では看取りも年間、10
名以上は行っている。
　「看取りについては、国のガイドラインを踏まえて、新
たに当施設独自の同意書等も改訂し、必要な方に対し
ては、しっかりとACPを行っています。ターミナルケア
の方針は、私はあくまでもご家族の意思を尊重してい
ます」とは、原口医師。
　原口医師の住まいは、同施設のすぐそばにある。何
かあれば、直ちに駆けつけてくれるという。「それが、
職員にとって何よりも心強く、安心感につながっていま
す」と、山中看護主任は話す。
　超強化型でACP、看取りも推進――と、昨今の老

健施設運営の模範的王道を進む同施設。
　「ただ、そうはいっても、やはり離島ならではのハン
ディはあります」（山下施設長）。
　１つは、各種の研修。離島ゆえ、中央で行われるも
のに参加するためには、どうしても移動のための交通
費がかさんでしまう。
　コロナ禍でリモート参加ができるようになり、利便性
は感じているが、リアルな集合研修で、同じ立場の仲
間が顔を合わせてこそ生まれるつながりもある。「実際、
過去のそうした研修等で知り合った方たちとは、いま
でも連絡を取り合う間柄になっています」（山下施設
長）。
　また、都市部をイメージした、いわゆる地域包括ケ
アシステムの構成図には、この島は物理的条件が当て
はまらない。「制度の方向性を読み解き、求められる老
健施設のあり方に追いつくべく、これまで必死にがん
ばってきましたが、それも限界があると感じ始めていま
す。これからは “老健施設なのだから、この役割（使
命）を果たすべき” との考えから脱却し、“この島のな
かで、自分たちに何ができるか。何をすべきか” を基
軸に、もっと柔軟に考えていくことのほうが大事なので
はないか、と思っています」と山下施設長は話す。
　島には３つの老健施設があるが、2019年には長崎
県の老健協会とは別に、「五島市介護老人保健施設連
絡協議会」を立ち上げた。ここでは五島市と福祉避難
所契約の締結をしたり、各種研修会の共催・協賛・後
援や、行政の窓口機能を担ったりするなど、３施設で
団結し、地域から頼られる老健施設になろうと努めて
いる。
　離島ならではの老健施設の形があっていい。同施設
にはその牽引役を期待したい。
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