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高齢者福祉における専門性の促進と
社会資源の開発

－介護保険制度下において－

橋本泰子　（大正大学）



(1)　被保険者

１号 65歳以上

２号 40歳～64歳
　（サービス利用は、脳卒中等の老化性の
　　疾病による介護に限定される）

(2)　サービス利用料 原則として１割

Ⅰ　介護保険制度の現状とこれから

１　日本の介護保険制度の仕組み



１　 日本の介護保険制度の仕組み

(3)　サービスの給付形態

サービス給付（現金による支給はない）

(4)　サービスの給付方法

①要介護認定に基づく６段階の支給限度の
設定（月額　約６万～36万円）

②自己決定とサービス提供者との契約による
サービス利用



(1)　サービス利用者の増加

①要介護認定者の推移

（単位：千人）

（出典：介護保険事業状況報告［ 2004

年５月分｛ ３月サービス分｝］）

（要介護度別認定者数の推移）

要支援・要介護１の認定を受けた者が大幅に増加（122％増）

２　介護保険制度がもたらしたもの
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２　介護保険制度がもたらしたもの

　②サービス利用の状況　１
※支給限度基準額に対する利用割合は、概ね４～５割程度

（支給限度額に対する利用割合）
（単位）

（出典：介護
給付費実態
調査月報
［ 2004年５

月審査分］）
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支給限度基準額（単位数）

平均給付単位数（2004年5月審査分）

（単位）

要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
平均利用率 47.8% 35.8% 45.2% 48.2% 51.1% 51.1%



２　介護保険制度がもたらしたもの

　③サービス利用の状況　２

利用者及び介護給付費の構成割合

（出典：全国介護保険担当課長会議資料　2004年９月

2000年4月 2004年3月 2000年4月 2004年3月
97万人 228万人 618億円 2182億円
（65％） （75％） （28％） （48％）
52万人 75万人 1571億円 2344億円
（35％） （25％） （72％） （52％）
149万人 303万人 2190億円 4526億円
（100％） （100％） （100％） （100％）

施設サービス

合計

利用者数 介護給付費

居宅サービス



２　介護保険制度がもたらしたもの

（資料出所）

00～05年度は、

　　『厚労省老健局資料』

15・25年度は、

　『2015年の高齢者介護』

(2)　介護保険財政の膨張

00年度実績 3.6兆円　（11か月分）

01年度実績 4.6兆円

02年度実績 5.2兆円

03年度予算 5.7兆円

04年度補正予算 6.3兆円　

05年度予算案 6.8兆円　　

15年度推計 12兆円

25年度推計 20兆円

（資料出所

00～05年度

　『厚労省

15・25年度

　『2015年の



２　介護保険制度がもたらしたもの
(3)　サービスの質についての課題

　①多様なサービス提供者の参入による質の低下

サービス提供者の規制を緩和したことによって
東京都におけるサービス事業者の法人種類別状況
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412 38 419 75 1891 125 1 82 14 4 73 0 3134

割合 13.1 1.2 13.4 2.4 60.3 4.0 0.0 2.6 0.4 0.1 2.3 0.0 100

912 38 528 84 3960 336 3 110 80 3 219 57 6330

割合 14.4 0.6 8.3 1.3 62.6 5.3 0.0 1.7 1.3 0.0 3.5 0.9 100

1324 76 947 159 5851 461 4 192 94 7 292 57 9464

割合 14.0 0.8 10.0 1.7 61.8 4.9 0.0 2.0 1.0 0.1 3.1 0.6 100

（平成17年３月１日現在）　単位：％

居宅介護支援

居宅サービス

合　　計



２　介護保険制度がもたらしたもの

(3)　サービスの質についての課題

　②事業運営に対する補助金の廃止と

競争原理の導入による質の低下

　　　　人件費の削減
　　　　　　　　　　　　　　　　　剰余金を残すために
　　　　食材料費の削減

(4)　過重な介護から解放されつつある家族

介護サービスの利用によって



２　介護保険制度がもたらしたもの

(5)　「介護」はメジャーな産業に

　①新聞・ＴＶに取上げられる頻度の急増

　②介護関係産業への従事者の増加

　③新しい職種、業界認定資格等の登場

ケアマネジャー

認定認知症ケア専門士

認定ケアマネージャー

住環境コーディネイター　等

　④ホームヘルパー研修修了者の増加



(1)　予防重視型システムへの転換

３　介護保険制度改正の主な内容

               新予防給付                   介護給付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行区分：    要支援    要介護１   要介護２   要介護３    要介護４   要介護５ 

 

 

 

 

要支援１ 

（仮称） 

 

 

 

 

要支援２ 

（仮称） 

要支援者 

 

 

 

 

要介護２ 

 

 

 

 

 

要介護３ 

 

 

 

 

要介護４ 

 

 

 

 

要介護５ 

 

要介護１ 

要介護者 要支援者 要介護者 



３　介護保険制度改正の主な内容

(2)　要介護度の低い者への給付の合理化（制限）

(3)　ケアマネジメント・システムの強化

ケアマネジャーへのスーパービジョン体制整備

(4)　新たな対応

　①地域密着型サービスの制度化

　②認知症ケアの推進

(5)　入所型サービスと居宅サービスの自己負担額の調整



３　介護保険制度改正の主な内容
(6)　制度改正の社会的背景　　－人口構造の変化

合計特殊出生率 1.29（04年）

25年頃から、1.62程度で安定化

高齢化率 19.5（04年）

　　 15年；26.0　　25年；28.7　　50年；35.7

総人口の変化

　　　　 現在　1億2760万人

06年をピークとして以降減少し続ける

　　 50年には約１億人に

2100年には6,400万人に



(1)　地域ケアの推進

サービスを利用しながら、
　　　　　可能な限り自宅で生活し続けられるように

自宅でのケアと地域でのケアに
　　　　　　　　　　　　　　　　連続性をもたせるように

Ⅱ　日本におけるこれからの高齢者福祉

１　ケアの方向性



１　ケアの方向性

(2)　地域ケア推進のねらい

　①理念として

自分らしく生きるために

　②財政事情から
利用者及び給付額の構成割合

　（04年７月サービス分）

　　　居宅： 利用者　　223 万人 　（75％）

給付額　2,314億円 　（49％）

　　　施設： 利用者　　　74万人 　（25％）

　　 給付額　2,395億円 　（51％）



自立的生活維持は可能か

65歳以上の者がいる世帯の中で（03年）

• 単身世帯 19.7％

• 夫婦のみ 28.1％

２　予測されるサービス給付水準の低下と
　　　　　　　　自助努力の要請



(1)　公的サービスと
　　　　　　　自助努力の限界が見えてきた中で

(2)　地域の特性に応じた
　　　　　　　　　　インフォーマルな支援への期待

個人のニーズに合わせた柔軟な対応を求めて

(3)　住民同士の支え合いの仕組みづくり

小さな善意

住民による支え合いの促進

３　求められる地域資源の開発



Ⅲ　高齢者福祉における専門性の確立

１　高齢者福祉における専門性とは何か

(1)　高齢者一人ひとりのニーズに沿った個別性のある
サービスを行うこと

(2)　高齢者の“生活”のすべてを視野に入れて
　明らかにしたニーズに計画的に対応すること



２　高齢者福祉における専門性の特質

(1)　高齢者の自己決定の尊重

その人らしく生活することを支えるために

(2)　専門的援助関係に基づくサービス実施

よき隣人による支援とは異なる
　　　　　　　　　　計画的なサービス実施



２　高齢者福祉における専門性の特質

(3)　対等な関係の中でのサービス実施

対等な関係とは、

等しい目の高さ

丁寧な言葉づかい

美しい所作

(4)　求められる専門職の人権を擁護する姿勢と
　　凛とした態度



３　高齢者福祉における
　　　　　　　　　　　専門性を高めるために

(1)　十把ひとからげではない
　　　　　　　　　　　　個別性のあるサービス実施

援助計画の作成と援助計画に基づく支援の実施

(2)　専門職の養成と卒後の現任研修の徹底

専門職としてあるべき倫理、知識、技術の修得

福祉専門職に求められる感性の涵養

(3)　福祉関係職の全面国家資格化と待遇の保障



４　高齢者福祉の質を向上させるために

(1)　サービス利用者の苦情への積極的な対応

(2)　第三者評価の完全な実施



高齢者福祉における専門性の促進と
社会資源の開発

－介護保険制度下において－

橋本泰子　（大正大学）



고령자복지에있어서전문성의촉진과

사회자원의개발

－개호보험제도에있어서－

하시모토야스코（다이쇼대학）



Ⅰ　개호보험제도의현상과미래

(1)　피보험자

– １호 65세 이상

– ２호 40세～64세
　（서비스이용은、뇌졸증 등의 노화성의
　　질병에 의한 개호에 한정）

(2)　서비스이용료 원칙적으로 1할

１　일본의 개호보험제도의 구조



１　 일본의 개호보험의 구조

(3)　서비스의 급부형태

–서비스급부（현금에 의한 지급은 없음）

(4)　서비스의 급부방법

①요개호인정에 기초한 ６단계의 지급한도

의 설정（월액 약６만～36만엔）

②자기결정과 서비스제공자와의 계약에

의한 서비스이용



２　개호보험제도가가져온영향
(1)　서비스이용자의 증가

①요개호인정자의 추이

요지원 요개호1의 인정을 받은자가 많이 증가 (122%증)



２　개호보험제도가가져온영향

　②서비스이용의상황1



２　개호보험제도가가져온영향

　③서비스이용의상황　



２　개호보험제도가가져온영향

(2)　개호보험재정의 팽창

– 00년도실적 3.6조엔　（11개월분）

– 01년도실적 4.6조엔

– 02년도실적 5.2조엔

– 03년도예산 5.7조엔

– 04년도보정예산 6.3조엔　

– 05년도예산안 6.8조엔　　

– 15년도추계 12조엔

– 25년도추계 20조엔

（자료출처）

00～05년도、

　『후생노동성노건국자료』

15・25년도、

　『2015년의 고령자개호』



２　개호보험제도가가져온영향
(3)　서비스질에 관한 과제

　①다양한 서비스제공자의 참여에 의한 질의 저하

– 서비스제공자의 규제를 완화한 것에 의해서



２　개호보험제도가가져온영향

(3)　서비스의 질에 관한 과제

　②사업운영에 대한 보조금의 폐지

•경쟁원리의 도입에 의한 질의 저하

　　　　인건비의 삭감
　　　　　　　　　　　　　　　　　잉여금을 남기고자
　　　　식재료비의 삭감

(4)　과중한 개호에서 해방되어가고 있는 가족

–개호서비스 이용에 의하여



２　개호보험제도가가져온영향

(5)　「개호」는 중요한 산업으로

　①신문・ＴＶ에 등장하는 빈도가 급증

　②개호관계산업으로의 종사자의 증가

　③새로운직종, 업계인정자격등의 등장

–케어메니져

–인정인지증케어전문사

–인정케어메니져

–주환경코디네이터 등

　④홈헬퍼 연수수료자의 증가



３　개호보험제도개정의주요한내용

(1)　예방중시형시스템으로의 전환



３　개호보험제도개정의주요한내용

(2)　요개호도가 낮은 사람의 급부의 합리화（제한）

(3)　케어메니지먼트 시스템의 강화

–케어메니져의 수퍼비젼체제의 정비

(4)　새로운 대응

　①지역밀착형서비스의 제도화

　②인지증케어의 추진

(5)　입소형서비스와 재가서비스의
　　　　　　　　　　　　　　　　　　자기부담액의 조정



３　개호보험제도개정의주요한내용

(6)　제도개정의 사회적배경　
－인구구조의 변화

• 합계특수출생율 1.29（04년）

　25년경부터、1.62정도로 안정화

• 고령화율 19.5（04년）

　　 15년；26.0　　25년；28.7　　50년；35.7

• 총인구의 변화

　　　　현재　1억2760만인

06년을 피크로 감소가 계속됨

　　 50년에는 약 1억인

2100년에는 6,400만인으로



Ⅱ　일본에있어서
　　　　　　　　앞으로의고령자복지

(1)　지역케어의 추진

–서비스를 이용해가면서
　　　　가능한 재가에서 생활을 계속할 수 있도록

–재가케어와 지역에서의 케어
　　　　　　　　　　　　　　　연계성을 가질 수 있도록

１　케어의방향성



１　１　케어의케어의 방향성방향성

(2)　지역케어추진의 목적

　①이념으로서

–자기답게 살아가기 위해서

　②재정사정으로

– 이용자 및 급부액의 구성비율　
（04년７월서비스분）

　　　재가： 이용자　　223만인 　（75％）

급부액　2,314억엔 　（49％）

　　　시설： 이용자　　　74만인 　（25％）

　　 급부액　2,395억엔 　（51％）



２　예측되는서비스급부수준의저하와
　　　　　　　　자조노력의요청

• 자립적 생활유지와 가능한가

– 65세 이상의 고령자가 있는 세대중（03년）

• 단신세대 19.7％

• 부부세대 28.1％



３　요구되고있는지역자원의개발

(1)　공적서비스와
　　　　　자조노력의 한계가 예측되는 속에서

(2)　지역의 특성에 따라서
　　　　　　　　　　인포멀지원의 기대

–개인의 니즈에 맞춘 유연한 대응이 요청

(3)　지역주민 서로가 돕는 구조만들기

–작은 선의

–주민에 의해 서로 도울 수 있도록 촉진



　　Ⅲ　고령자복지에있어서　　　　　
　　　　전문성의확립

(1)　고령자 한사람한사람의 니즈에 따른
개별성 서비스를 행하는 것

(2)　고령자의 “생활”의 전체를 시야에 넣고
　명확한 니즈에 계획적인 대응을 하는것

１　고령자복지에있어서전문성이란



２ 고령자복지에 있어서 전문성의 특질

(1)　고령자의 자기결정의 존중

–그 사람다운 생활을 할 수 있도록 지원

(2)　전문적원조관계에 기초한 서비스실시

–인포멀한 지원과는 다른
　　　　　　　　　　계획적인 서비스 실시



２ 고령자복지에 있어서의 전문성의 특질

(3)　대등한 관계속에서의 서비스실시

–대등한 관계는、

•동일한 시선의 눈높이
•정중한 언어 선택
•부드러운 행위

(4)　요구되는 전문직의 인권을 옹호하는 자세와
　　성실한 태도



３　고령자복지에 있어서
　　　　　　　　　전문성을 높이기위해

(1)　구별없이 하나로 대응하지않는
　　　　　　　　　　　　개별성이 있는 서비스의 실시
– 원조계획의 작성과 원조계획에 기초한 지원의 실시

(2)　전문직의 양성과 졸업후의 현임연수의 철저
– 전문직으로서의 윤리, 지식, 기술의 습득

– 복지전문직에게 요구되는 감성의 함양

(3)　복지관계직의 전면 국가자격화와 대우의 보장



４　고령자복지의 질을 향상시키기위해

(1)　서비스이용자의 고충에 대한 적극적대응

(2)　제3자평가의 완전한 실시



プロフィール 
 

橋本 泰子（はしもと・やすこ） 

 

日本 大正大学人間学部 教授 

 
経歴 

1935 年 福岡県生まれ。成長期を札幌市で過ごす。 

1958 年 日本女子大学家政学部社会福祉学科卒業。 

1958 年 (財)鉄道弘済会社会福祉部で新規事業の調査・研究・企画、ソーシャル

ワーカーの養成等に従事。 

1984 年 弘済ケアセンター所長、痴呆性高齢者を対象とするデイサービス及び在

宅介護支援センターのモデルといわれる事業の開発に携わる。かたわら、

｢介護対策検討会｣（89 年）、｢介護計画検討会｣(93～94 年)､「高齢者介

護・自立支援システム研究会」(94 年)、老人保健福祉審議会、医療保険

福祉審議会等に委員として参加し、高齢者主体の立場で介護保険制度の

創設に関わる。 

1995 年 西南女学院大学 保健福祉学部 教授（98 年３月まで） 

1998 年 大正大学 人間学部 人間福祉学科社会福祉学専攻 教授（～現在） 

大学院 人間学研究科社会福祉学専攻 教授（～現在） 

1999 年 長崎純心大学 大学院 非常勤講師（～現在） 

2003 年 国際医療福祉大学 大学院 非常勤講師（～現在） 

 

社会的活動等（現在） 

日本ケアマネジメント学会副理事長、日本認知症ケア学会理事 

日本老年社会科学会評議員、介護福祉士国家試験委員会委員長 

(NPO)高齢者を支える学際的チームアプローチ推進ネットワーク理事 

厚生労働省独立行政法人評価委員会医療福祉部会長 

東京都介護支援専門員支援会議座長 

東京都国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理委員会委員長 

台東区高齢者保健福祉推進協議会会長 

台東区いきいき・たいとう推進プロジェクト協議会委員長 

新宿区高齢者保健福祉協議会会長、豊島区住宅審議会副委員長 



横浜市社会福祉審議会会長代行 

横浜市福祉サービス第 3 者評価検討委員会委員長 

長寿社会開発センター理事、社会福祉振興 · 試験センター理事 

保健福祉広報協会理事、（社福）浴風会評議員、（社福）東京弘済園評議員 

太陽生命ひまわり厚生財団評議員、ユニベール財団評議員 等 

 

主な著書 

『ケアマネジメント講座 全３巻』（共編著）中央法規 

『明日の高齢者ケアⅡ 在宅支援の技法』(共著) 中央法規 

『世界の社会福祉７ 日本』（共著）旬報社 

『新版 · 社会福祉学習双書 老人福祉論』（編著）全社協 

『これからの社会福祉４ 高齢者福祉』（編著）有斐閣 

『ホームヘルパー養成講座（2 級課程）』（編著）全社協 等 

 



프로필 

 
하시모토 야스코 (橋本 泰子) 

 

일본 다이쇼대학 인간학부 교수 

 

경력 

35 년 후쿠오카현태생. 성장기를 삿포로시에서 보냄  

58 년 일본 여자대학 가정학부 사회복지학과 졸업  

58 년 (재) 철도고우사이가히(弘濟會)사회복지부에서 

신규사업의 조사,연구,기획,소셜워커의 양성 등에 종사  

84 년 고우사히(弘濟)케어센터소장,인지증(치매)고령자를 대상으로 하는 데이

서비스 및 재가개호지원센터의 모델 사업의 개발에 종사,「개호대책검토

회」(89 년),「개호계획검토회」(93~94 년),「고령자개호, 자립지원시스

템연구회」(94 년), 노인보건복지 심의회, 의료보험복지 심의회등의 위원

으로 참가, 고령자주체의 입장에서 개호보험제도의 창설에 관여 

95 년 사이난(西南)여학원 대학 보건복지학부 교수(98 년 3 월까지)  

98 년 타이쇼(大正)대학 인간학부인간복지학과사회복지학전공 교수(현재)  

대학원 인간학연구과 사회복지학전공 교수(현재)  

99 년 나가사키쥰신(長崎純心)대학 대학원 비상근 강사(현재)  

03 년 국제의료복지대학 대학원 비상근 강사(현재)  

 

사회적 활동 등 (현재)  

일본케어메니지먼트학회 부이사장, 일본 인지증케어학회 이사  

일본노년사회과학회 평의원, 개호복지사 국가시험위원회 위원장  

(NPO)고령자를 지지하는 학제적 팀 어프로치 추진 네트워크 이사  

후생노동성 독립 행정법인 평가위원회 의료복지부 회장  

토쿄도 개호지원전문원 지원회의 좌장  

토쿄도 국민건강보험단체연합회 개호서비스 고충처리위원회 위원장  

다이토우구(大東區)고령자 보건복지 추진협의회 회장  

다이도우구(大東區)이기이기·다이토우추진프로젝트협의회 위원장  

신주쿠구(新宿區)고령자 보건복지 협의회 회장  



토요시마구(豊島區)주택심의회 부위원장  

요코하마시(橫兵市)사회복지심의회회장 대행  

요코하마시 복지서비스 제 3 자평가 검토위원회 위원장  

장수사회개발센터 이사, 사회복지 진흥·시험센터 이사  

보건복지홍보협회이사, (사복)요구후우가이(浴風會)평의원  

(사복)토쿄고우사이엔(弘濟園) 평의원  

태양생명해바라기후생재단평의원, 유니벨재단평의원 등  

 

주요저서  

「케어메니지먼트 강좌 전 3 권」(공동편찬저) 중앙 법규  

「내일의 고령자 케어Ⅱ 재가지원의 기법」(공저) 중앙 법규  

「세계의 사회복지 7 일본」(공저) 순보사  

「신판·사회복지학습총서 노인복지론」(편저) 전사협  

「앞으로의 사회복지 4 고령자 복지」(편저) 유비각  

「홈헬퍼 양성강좌(2 급 과정)(편저)」전사협 등  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




