
ようにすることが重要だ。
現在のヘルパーは1 回 1 時間～1 時間半ほどの
単位でサービスを提供しているが、デンマークや
スウェーデンのやり方を見ると、10分とか15分の
短時間で 1 回分のケアを提供するかわりに、1 日
に何度も訪問している。そのエリアを担当するヘ
ルパーと看護師のステーションから、ケアの必要
な要介護者の自宅を回っているのである。
前述したように介護だけではカバーできない生
活ニーズが高齢者にはある。今後、配食サービス、
認知症の見守り、緊急時の対応、権利擁護、虐待
の問題などの生活支援サービスを新しいジャンル
として育てていかなければならない。孤独死や独
り暮らし、引きこもりといった問題は、介護サー
ビスとは別の対応が求められる。福祉あるいは生
活支援サービスの部分について、地域でいろいろ
な団体が協力しあってネットワークをつくり、そ
のなかでやっていくことが必要だ。

「福祉は住宅に始まり、
住宅で終わる」

もう 1 つ、住宅の問題がある。ヨーロッパでは
「福祉は住宅に始まり、住宅で終わる」と言う。
ヨーロッパの雪が降る地域では、住宅がなければ
暮らせないということもある。
日本ではこれから高齢者の早めの住みかえのよ
うな需要が出てくるだろう。例えば、低所得で借
家の方が病院から戻ったときに住むところがない
という問題に対しては、まず住まいの確保に対応
できる仕組みを地域に整備して解決していく。
また、医療についてであるが、急性期病院を
DPCなどで評価するなかで、平均在院日数がま
すます短くなってくる。そうすると地域での受け
皿をつくっていくことが必要になってくる。しか
し、在宅療養支援診療所は 1 万1,450か所あるが、
実際に稼働しているのはいくらもないという問題
がある。訪問看護ステーションも規模が小さく数

ただし、施設には無資格の人も職員として勤め
ており、それらの人のステップアップ課程も考え
ていく必要がある。例えば、ヘルパー 2 級有資格
者が介護福祉士の基礎コースを取って介護福祉士
になり、介護福祉士のなかでもリハビリ専門のコ
ースを取ってリハビリ専門職になったり、より医
療ケアに習熟した専門職になるなどの仕組みを考
えていかなければならない。

24時間巡回型訪問サービスは
短時間の頻回訪問で

介護だけでは地域の高齢者ケアのニーズは満た
しきれない。やはり「地域包括ケア」では、在宅
療養支援診療所、訪問看護、病院と在宅の連携な
どの医療が欠かせない。介護も今までのように昼
間だけではなく、24時間巡回型の訪問サービスを
整えていく。そのイメージは、例えば老健施設で
も朝、利用者が起きたら衣服の着脱の介護、朝食
や昼食の介護、ときおり排泄の介助があるように、
職員が 1 人の利用者にどのようなケアを行うのか
ということにもとづいて、深夜や早朝にも在宅を
訪問するなど24時間のローテーションをホームヘ
ルパーの間でつくっていく。
それに加えて訪問看護が病状の管理を行い、緊
急時には在宅療養支援診療所から医師が行って入
院すべきかどうかの判断をし、看取りのときもそ
の医師が対応する。このようにしてかなりの重度
の方まで在宅で24時間暮らせるような体制を整備
しなければならないだろう。
なぜこのようなことが必要なのかというと、東
京都のような都市部ではこれから急速に高齢化が
進むが、特養をつくるとなると1 施設30億円もか
かり、すぐにつくることができない。ではどうす
ればいいのかというと、東京都は人口が密集して
いる地域のため、移動のコストは地方ほどかから
ないから、利用者が生活する地域で、在宅であり
ながら施設と同じようなケアの供給を受けられる

るキャリアパスを推進していこうということで、
介護職員が能力を発揮してもらえるよう、環境整
備をし、雇用環境を改善することを介護職員処遇
改善交付金の要件に加えた。

介護福祉士を医療・リハビリ・
認知症ケアの総合職に衣替え

フィンランドの介護職員のカリキュラムでは、
基礎コース 2 年間でリハビリ援助、介護と看護、
そして保育（成長への指導と援助）などがあり、
介護職員は「ケアの総合職」と位置づけられてい
る。その後の1 年間は専門課程を1 つ選ぶ。例え
ば、保育士になる課程、老人施設に勤める課程、
障害者施設に勤める障害ケア課程、顧客サービ
ス・情報管理専門というケアマネジャーの課程、
歯科衛生士のような口腔・歯科衛生専門課程、さ
らにリハビリケア課程などがあり、まさに「ケア
の総合職」としての介護職員を養成する改革をフ
ィンランドは行った。日本で言えば介護福祉士と
准看護師と保育士を一緒にしたようなものだ。
日本は相変わらず医療と福祉が分かれており、
そこを何とかしていかなければならない。恐らく
日本でも将来的には介護福祉士は医療ケアとリハ
ビリの基礎、認知症ケアの 3 つを重点にした総合
職として衣替えしていく必要があるだろう。
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高齢者は「点」ではなく
「面」で支える

今後の介護保険を取り巻く状況について考える
と、高齢化が進めば認知症高齢者が増え、高齢者
の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加する。特に今
後、首都圏をはじめとする都市部の高齢化が急速
に進む状況にある。
高齢者が大変多い社会になると、高齢者を施設
や病院などの「点」で支えるのではなく、医療サ
ービスと介護サービスの「面」で支えていく必要
が出てくる。つまり、各エリアに介護や医療のサ
ービスを充実・整備していかなければならない時
代となる。これが「地域包括ケア」の考え方であ
り、それについては後半でお話しさせていただく。
介護従事者の確保がここ数年、問題になってき
た。介護関係職種の有効求人倍率は、平成21年 2 
月の2.49倍から今年 2 月には1.34倍まで落ち、低
い地域では 1 倍を切っている。介護職員について
は「離職率が高い」、「パートの人が多い」という
構造的な問題を抱えている。日本の労働人口は、
2025年までに約600万人が減少する状況で、その
なかで介護職員を増やしていかなければならず、
その確保方策は恒常的な課題といえる。
そうしたなか全老健でも取り組みいただいてい
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が増えないといった問題、あるいは介護と医療と
の連携不足の問題なども、今後、地域包括ケアシ
ステムの整備を通じて解決していかなければなら
ない。
特養の入所待機者は約42万人である。これをど
うするのかだが、多くの人は早めに入所希望をし
ていたり、在宅ではない他の施設や病院に入って
いる方も入所希望をしているということが実態だ。
特養は増やすものの、それだけでこの問題は解決
しない。
現状の高齢者の居住場所を見てみると、施設な
どに入っている方が105万人であり、要介護者の
うち在宅にいる方が約8 割だ。また、65歳以上の
持ち家率は85.7％と高いのが日本の状況である。
高齢者向けの住宅と施設の現状を見ると、特養約
41万人、老健施設約31万人で、有料老人ホームが
約18万人である。最近伸びてきているのがグルー
プホームだが、これからは高齢者向けの賃貸住宅
で、有料老人ホームのように一時金の要らないタ
イプが伸びるだろう。

デンマークは特養を減らし
ケアサービスを外づけに

都市部の高齢化に対応する場合、ヨーロッパな
ど諸外国では施設ではなく、外部からケアを提供
する住宅が圧倒的に大きなシェアを占めている。
デンマークは特養を減らして高齢者住宅に切り替
え、ケアサービスは外づけに切り替えている。ケ
アが外づけだから、医師、看護師、ヘルパーが利
用者の状態に応じてサービスを行っている。
ヨーロッパでは「高齢者 3 原則」という有名な
思想的背景がある。すなわち「これまで暮らして
きた生活と断絶せず、継続性をもって暮らす」
（継続性）、「高齢者自身の自己決定を尊重し、まわ
りはこれを支える」（自己決定）、「今ある能力に着
目して自立を支援する」（残存能力の活性化）――
という考え方に立っている。日本は家族との関係

や高齢者に対する考え方が違うので、このまま適
用するわけにはいかないが、参考になると思う。
これから空き家が増えてくるので、都市部でも
宅老所や空き家を活用した小規模多機能型居宅介
護は一定程度増えてくるだろう。宅老所は「通い」
を中心にし、場合によっては「泊まり」もできる。
小規模多機能型は宅老所をまねて制度化したもの
で、4  万人分ぐらいに増えてきた。
ケア付き高齢者住宅は高齢者専用賃貸住宅だが、
デイサービスがついていてレストランなどがあり、
場合によっては訪問看護と訪問介護のステーショ
ンもある。この訪問看護と訪問介護のステーショ
ンはそこに住む要介護者以外に、その地域にいる
要介護者も回り、ここが地域の24時間巡回型訪問
介護ステーションになっていく。こうしたビジネ
スモデルを国土交通省と一緒になって私どもも検
討している。国交省は高齢者専用賃貸住宅の共用
部分（デイサービス、廊下、レストランなど）に
は補助金を入れるという体系をつくった。これは
今後伸びていく分野だろう。

生活圏域のニーズ調査の
モデル事業が始まった

「特定施設入居者生活介護」は今までの有料老
人ホームで、介護サービスを内部に位置づけた施
設である。「安心住空間創出プロジェクト」は、高
齢者等ができる限り住み慣れた地域や家庭で自立
し、安心して暮らし続けることができるよう、公
営住宅団地やUR都市機構の賃貸住宅団地等を地
域の福祉拠点として再整備するものだ。これは公
団住宅を丸ごと、福祉エリア・医療エリアとして
訪問機能・デイサービス機能・デイケア機能を整
備するもので、先般、法律の改正をし、今年から
補助金制度が動き出した。
地域包括支援センターは、これから地域包括ケ
アの拠点としての役割を果たしていくものだ。今
までは介護予防ケアマネジメント事業に労力を取
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られていたが、地域包括ケアを提供していく中心
的なマネジメント、コーディネート機能を果たし
てもらおうと、今年から57自治体でモデル事業を
実施している。これは生活圏域の被保険者悉皆で、
生活機能のチェック（世帯構成、認知症関係、所
得レベル、住まい関係、予防・早期対応、ADL、
IADLの状況など）を郵送方式のアンケート調査
で行った。実はその返事が戻ってこないことが問
題で、引きこもりや認知症の可能性が疑われる。
そこで未回収のところには民生委員に訪問調査し
てもらうが、それによってエリアごとのサービス
ニーズが出てくる。ケアニーズ、生活支援サービ
スのニーズ、介護のニーズ、医療のニーズが全部
明らかになるので、これからどういうサービスを
生活圏域で備えていけばよいのかが計画される。
そのサービス量が決まると保険料がいくらぐらい
かかるのかがわかるというモデル事業である。
2 年後からの第5 期介護保険事業計画の取り組

みの柱は、地域包括ケアシステム構築である。ニ
ーズを把握し、それに応じた事業計画を策定、そ
して地域包括支援ネットワークをつくる。介護保
険にはどういうものが必要か、介護保険外の生活
支援（声かけ、見守り、配食、会食、送迎、買い
物）などを地域ネットワークのなかでどう提供す
るかが課題だ。
また、医療（かかりつけ医、在宅療養支援診療
所、訪問看護など）はどう提供しなければならな
いか、そして今後、福祉・権利擁護を把握する地
域包括支援センターが中学校区ごとに整備される
なかで、そのエリアごとにどういうサービスを備
えていけばよいのかということを検討していく。

老健施設は「地域の多機能の拠点」
に生まれ変わる必要

今後の老健施設の方向性であるが、今までは
「利用者のニーズに合わせるための複合施設化」
ということであったが、今後は「地域での多機能

化」を進めていくことだ。地域でサービスを提供
していくことから、「中間施設」の機能の重要性
はこれからも変わらないが、さらにリハビリの通
所機能を持つ、ショートステイの機能を持つ、そ
して訪問看護・訪問リハビリの機能を持つという、
「地域の多機能の拠点」に生まれ変わっていくこ
とが必要ではないかと考えている。
来年度の通常国会では介護保険法の改正を考え
なければいけない。この 3 年間、介護従事者の処
遇改善、保険料軽減、施設整備などいろいろ行っ
てきた。今後、自然増もあり、全国平均で 1 月あ
たり4,160円の今の保険料がぐっと上がることに
なる。では、それを被保険者に負担してもらえる
のか。負担は給付との見合いだから、よいサービ
スを地域で提供していただければ納得していただ
けるだろうとは思う。
今後の論点は、地域包括ケア実現のためにどう
いうことを行っていくかだ。例えば、医療計画は
二次医療圏ごとになっているが、在宅ケアを考え
ると、やはり市町村単位で整備すべきではないか。
市町村単位で医療をどう提供していくかという視
点はまだ弱いし、完全に市町村行政になっている
介護との接点をどうするのかが課題だ。住まいの
問題も、都道府県レベルでは国土交通省が計画を
持っているが、市町村レベルには下りてきていな
い。これらをどうしていくのかもサービス体系整
備の観点からは大きな問題になると思っている。
そして介護保険制度の持続可能性ということを
求めて、これからの時期は次の介護報酬改定が行
われる平成24年度に向けた財源対策を考えていく
ことになる。
全国に約31万床ある老健施設は、地域のなかで
押しも押されもしない大切な役割を果たす存在で
ある。これからもますますこの役割を果たしてい
ただくことをお願いして、話を終わらせていただ
く。


