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2013年8月に発表された｢社会保障制度改革国民
会議の｣報告書では、医療提供体制の今後のあり
方が明確に記されています。医療と介護の連携と
地域包括ケアシステムに関しては、「医療から介護
へ」、「病院・施設から地域・在宅へ」の観点から、医
療の見直しと介護の見直しは一体となって行い、地
域包括ケアシステムづくりを推進していく必要があ
るとしています。平成27 年度からの介護保険事業
計画を「地域包括ケア計画」と位置づけ在宅医療・
介護連携の推進、生活支援サービスの充実等を行
いつつ、新たな再構築を行うとしています。

社会保障制度改革国民会議



地域包括ケアシステムとは、「要介護者が介護
施設に入所して集団的ケアを受けるのではなく、
本人の住まいに外部から医療や介護サービスを
定期的に提供する仕組み」のことです。すなわち、
「ニーズに応じて住宅が提供されることを基本と
した上で生活上の安全・安心・健康を確保するた
めに、医療や介護のみならず、福祉サービスを
含めた様々な生活支援サービスが日常生活の
場で適切に提供されるような地域での体制」を指
しています。

地域包括ケアシステム



高齢者になっても住み続けられる
高齢者住宅

医療との連携強化

生活支援サービスの確保や権利擁護

介護サービスの充実強化 予防の推進

地域包括ケアシステム





これからの高齢者ケアのあり方をめぐっては、
高齢者ケアの先進国といわれているスウエーデ
ンとデンマークの高齢者ケアの歴史を学んでみ
ることも参考になります。これらの国でもかつて
は障害をもった高齢者を病院や施設で管理して
いた時代もあったのです。

スウエーデンでは高齢化にともない、老人ホー
ム及び長期療養病院（ナーシングホームも含む）
入所者数は1970年代にピークを迎えました。

スウエーデンとデンマークの高齢者ケア



障害を持つ高齢者は長期的な治療を行う医療
機関や精神医療施設に入院や入所していました
が、必ずしも医療のニーズがあったわけではあり
ませんでした。入院や入所が長期にわたる場合
が多いことから、施設にいることによる弊害も生
じていました。老人ホーム入及び長期療養病院
に代わって1970年代から1980年代にかけて建設
されたのは、サービス・ハウジングでした。

スウエーデンにおける社会的入院



サービス・ハウジングとは介護サービスつきで警
報装置が完備した集合住宅です。高齢者であれ
ば、身近な自治体であるコミューンとの契約で家
賃を払って入居できます。所得に応じて住宅手当
が払われるので、低所得者でも入居することがで
きます。自分の使ってきた家具や絵画、置物、家
族の写真などの部屋への持ち込みは自由ですし
、食事も自炊するか食堂で食べるかを選択するこ
ともできます。

サービス・ハウジングの登場



1982年、スウエーデンでは社会サービス法が新
たに施行されました。この法律では個人が自治体
のサービスを受ける権利が謳れています。この法
律の理念として重視されたことは、（1）ホリスティッ
ク（総合的）な見方、（2）ノーマライゼーション、（3）
継続性、（4）弾力性、（5）地域中心（6）自己決定と
選択の自由でした。

社会サービス法の成立



サービスを受ける権利

ホリスティック（総合的）な見方

ノーマライゼーション

継続性

地域性

弾力性

自己決定と選択の自由

1982年の社会サービス法



「ノーマライゼーション」とは、「障害があっても普
通に生活できること」です。「継続性」とは、「同じス
タッフによって継続的にケアされること」です。「地
域性」とは、「慣れ親しんだ地域でケアを受けられ
ること」です。「弾力性」とは、「個人のニーズにあっ
たケアを行うこと」です。「自己決定と選択の自由」
とは、「本人の意思を尊重すること」です。そして、
各人が受ける社会サービスの必要性をコミューン
が雇用するケース・マネージャーが評価し、これに
基づいて提供されることになりました。

普遍的な理念



エーデル改革とは、「高齢者と障害者のための
社会的介護と医療について全面的に責任をコ
ミューンに委任し、財源や人材をランスティングか
らコミューンに移管」したものです。それまでは、ス
ウエーデンでは、医療はランスティングの担当で
あり、介護はコミューンの社会的サービスの部門
が担当していました。ランスティングの看護助手が
個人の在宅医療を行い、コミューンのホーム・ヘ
ルパーが在宅介護を行っていたのですが、在宅
医療も在宅介護もコミューンが責任をもつことに
なったのです。

1992年 エーデル改革



そして、エーデル改革によって、「特別な住居」と
いう概念が社会サービス法に導入されました。
サービスハウス、老人ホームだけでなく、ランス
ティングからコミューンに移管されたナーシング
ホーム、グループホームもこの定義に含まれ、こ
れらの区別がされなくなりました。これらの高齢者
住宅を「特別な住居」と呼んだ理由は、施設では
ないということを明確にするためでした。そして、
入居者の介護度に応じて施設を替える制度から
入居者が住み続けられる制度になったのです。

特別な住居



その結果、高齢者が広範な介護を必要とする場合
であっても、24時間の在宅介護を受けることなどに
より、高齢者が自宅で生活できるようになりました。
また、コミューンに治療が完了した患者や、長期間、
身体の治療のために入院している患者の費用の支
払いについての権限が与えられたことで、ランステ
ィングの施設で「社会的入院」を行っていた高齢者
の数が激減したために、多くの医療を必要とする入
院患者を受け入れることができるようになりました。

社会的入院の解決



デンマークでも同様の歴史的な過程をたどって
います。1960 年代、1970年代には、デンマークに
おいても戦後の経済成長を背景に、ナーシングホ
ームであるプライエムが建設され、65 歳以上高
齢者人口の約7％が入居できるまで整備されまし
た。しかし、それでも在宅ケアが不十分であった
ために、病院や家庭にはプライエムに入所を希望
する高齢者があふれていました。また、プライエ
ムでも画一的なサービスと刺激のない生活によっ
て高齢者の生きがいが損なわれていたとされて
います。

デンマークのプライエム



1973年、新しいケア体系を検討していくために、
政府内に「高齢者政策委員会」が結成されました。
「高齢者政策委員会」の目的は「高コストな施設ケ
アに主眼を置く福祉体系」を見直すことでした。そ
して、「高齢者三原則」が示されたのです。すなわ
ち、高齢者政策の主眼は「高齢者が『自分らしい
生活をできるだけ長く続ける』ことができるように
すること」に置かれるべきであるとされ、大切なの
は、「高齢者の自己決定を尊重し、残された能力
に焦点をあてて社会的なつながりを作り出し、新
しい役割を創出する」ことであるとされました。

高齢者政策委員会



1973年、デンマークの高齢者三原則

自己資源の活用

継続性の維持
自己決定の尊重

高齢者のQOLの向上



クラブ活動や各種アクティビティなど地域での
活動を促進すると同時に、高齢者住宅には、住
民同士の交流を深めるような共用空間、共用ル
ームをつくるという提言がなされました。その結
果、①社会的役割と交流の創出、②住まい（居
住機能）とケア（ケア機能）の分離という2点の政
策の方向性が示されました。

自立支援のあり方





この法律による高齢者住宅の建築基準は、「高
齢者や障害者などの車いす利用者に配慮した
バリアフリー仕様である」こと、「歩行障害があっ
ても利用に問題が生じない」こと、「24 時間緊急
呼び出しができる」こと、「台所・トイレを備えた独
立住宅である」こと、「67m2 以下の広さであるこ
と」でした。

1987 年「高齢者・障害者住宅法」



高齢者住宅の多くが地域交流センターやリハ
ビリテーションセンター、レストラン、在宅ケアス
テーションから成る複合施設に隣接していますが
、高齢者住宅居住者のみで利用する閉鎖的なも
のではなく、広く地域の高齢者に開放されている
のが特徴です。

複合施設が併設



1989年にラウアコムーネに建設された「ヴィダ
ゴー」は、その後のデンマークの高齢者住宅のモ
デルとなるものでした。ヴィダゴーは、中央棟と高
齢者住宅などから成っています。中央棟には、「地
域の高齢者にサービスを提供する(アウト機能)
ゾーン」と「やって来る高齢者にサービスを提供す
る（イン機能）ゾーン」があります。「アウト機能」とい
うのは、サービスを地域に住む高齢者たちに届け
る(take out)という意味であり、「イン機能」というの
は高齢者が遊びに来る(come in )という意味です。

ヴィダゴー



ヴィダゴーの模式図



「アウトゾーン」には、在宅訪問介護センター、ショー
トステイと24時間ナーシングセンターが完備されてい
ます。ショートステイは在宅で高齢者を介護している
家族にとっては短期間高齢者を預かってもらって休
養ができる貴重な資源です。「インゾーン」には、リハ
ビリテーションセンター、地域交流センター、食堂が
設置されています。ヴィダゴーは、高齢者住宅とそこ
に住む高齢者の介護施設として完結しているのでは
なく、地域の包括的な高齢者ケアのセンターとしての
機能を果たしているのです。

地域の包括的な高齢者ケアのセンター



ヴィダゴーのモデルケースから抽出できるエッ
センスは、① アウト機能とイン機能を持つ「デイ
センター十高齢者住宅」というコンプレックス(複
合体)、② 24時間在宅ケア体制、③ 高齢者同
士が楽しみながら支えあう仕組み、④人口1万人
前後の小規模な地区割り、の4つにまとめること
ができます。

ヴィダゴーのモデルケース



1996 年「高齢者・障害者住宅法」が改正され、「

高齢者住宅にサービス・エリアを付けて、プライエ
ボーリ（介護型高齢者住宅）を建築してもよい」こと
になりました。サービス・エリアとは、リハビリ室・フ
ットケア室・職員の詰め所・食堂などの共用施設の
ことです。プライエボーリは10戸ほどの住居をユニ
ットとし、広い共用の居間・食堂を囲むような形で配
列され、オープン・キッチンなど居住者が家事に参
加しやすい工夫が凝らされています。

プライエボーリの登場



プライエボーリは、「サービス・エリアが付帯した、24 
時間介護付きの高齢者住宅」ともいえます。プライエ
ボーリの居住者は在宅の高齢者と同様に、一人ひと
り必要なサービスについてのアセスメントを受け、ケア
・プランに基づくサービスによる支援を受けながら、自
立した生活を継続することができます。

24 時間介護付きの高齢者住宅」



なお、介護サービスはプライエボーリ内
部のスタッフから提供され、夜間は外部の
在宅チームからサービスを受け、医療サ
ービスは地域の家庭医やリハビリスタッフ
から必要に応じて提供されるのが一般的
です。

内部と外部のサービス



デンマークでは、「住まいとケアの分離」理論に
のっとって、地域に公営賃貸住宅としての「高齢
者住宅」と内部スタッフと外部の在宅チームによ
る24 時間在宅ケアを整備しています。このシス
テムによって、高齢者の変わっていくニーズに対
応し、最期まで地域で尊厳をもって自立して暮ら
せる地域居住（Aging in place）を実現していると
思われます。

Aging in place



北欧の高齢者ケアは生活を重視していますが、医療と
の連携に強いシステムとはなっていません。高齢者は心
筋梗塞、脳卒中、肺炎、骨折などの罹患率が高く、高齢
者ケアにおいては医療との連携が不可欠です。米国の
CCRC (Continuing Care Retirement Care)は医療を含む
包括的なサービスを提供するシステムになっています。

CCRCは、入居者との間で契約を結び、住民に対して
サービスなどを受ける権利を保障する代わりに、入居者
は、入居一時金と月額利用料を払うことに同意すること
になっています。

CCRC

30



CCRCとは、「住民は自立して生活できる段階から、
寝たきりで特別な看護が必要な段階を通して人生
の終局まで、同じコミュニティ内で住居、生活、介護、
看護、医療サービスなどを総合的に提供していく
サービスのシステム」です。したがって、病気や障害
が起こった時に外部の施設に入所したり、病院に入
院したりすることで環境が大きく変化するために起
こるトランスファーショックを防ぐことができます。

CCRCの特徴
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トランスファーショックとは、「適応能力が低下し
た高齢者の環境が大きく変化すると精神的な落
ち込みが起こる現象」です。そして、不活発になっ
たり、認知症が進行したり、孤独に苛まれて悲し
むことになったりします。同じ場所で継続したケア
を行うことのできるCCRCでは、高齢者が環境を
変える必要がなくなるのでトランスファーショックを
防ぐことができます。

トランスファーショック
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わが国では土地のコストを考えると、大規模の
CCRCの機能をひとつのキャンパスで提供してい
くことは簡単ではありません。そこで、高齢者住宅
を中心として生活支援サービス、医療サービス、
介護サービスを提供する複合施設を核として、複
数の高齢者住宅をネットワークで支援する「高齢
者健康コミュニテイ」が現実的な選択肢となると考
えます。

高齢者健康コミュニテイ



「高齢者健康コミュニテイ」は、「地域包括ケアシ
ステム」の要件である、①医療との連携強化、②
介護サービスの充実強化、③予防の推進、④見
守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービ
スの確保や権利擁護、⑤高齢期になっても住み
続けられる高齢者住宅の整備を満たす必要があ
ります。

地域包括ケアシステムを満たす



「高齢者健康コミュニテイ」の理念は、「高齢者
が自分の人生を前向きに肯定して統合するこ
と」を支援することです。すなわち、「高齢者が自
分の人生は良いことも辛いこともあった。さまざ
まな方にお世話になったが自分も社会に貢献で
きた。生まれてきて良かったと統合すること」を
支援するのです。そして、「本人の意思の尊重」、
「本人の残存機能を活用した自立支援」、「生活
とケアの連続性の維持」を「高齢者健康コミュニ
テイ」の三大原則とします。

「高齢者健康コミュニテイ」の理念



図3 高齢者健康コミュニテｲの三大原則

生活とケアの

連続性の維持

本人の意思
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自分の人生
の統合



「住居とケアをする場でも同じように管理されて
しまう施設」ではなく、「住居とケアを分離した複
合施設」を機能させることで、「本人の意思の尊
重」、「本人の残存機能を活用した自立支援」、「
生活とケアの連続性の維持」からなる「高齢者健
康コミュニテイ」の三大原則が保てるのです。

ポイントは、「住居とケアを分離した複合施設」



「高齢者健康コミュニテイ」の定義は、「生
活支援・健康支援・介護・医療サービスを
提供する複合施設と自立型、支援型、介
護型高齢者住宅及び高齢者自宅をネット
ワークで結び、地域包括ケアシステムの機
能を満たすコミュニテイ」とします。

「高齢者健康コミュニテイ」の定義



すなわち、「高齢者が年を経るごとに変わって
いくニーズに応じて、継続して同じ場所で自分の
意思が尊重された生活ができるように、介護の
機能をもつ高齢者住宅、リハビリテーション施設
、介護事業所、地域交流センター、在宅療養支
援診療所、訪問看護ステーションなどを備えた
複合施設を核として、他の自立型、支援型、介
護型の高齢者住宅、高齢者の自宅及び病院を
ネットワークで結び、地域包括ケアの機能も果た
す一連のシステム」なのです。

地域包括ケアの機能も果たすシステム



高齢者健康コミュニテイのモデル

支援型
高齢者住宅
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支援診療所
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テーション

複合拠点

急性期医療機関

自立型
高齢者住宅

地域住民



高齢者にとって質が高くしかも効率的なケアを
行っていくために最も重要なのは、スタッフの高齢
者を支援する姿勢であると思われます。それは、
スタッフが「高齢者が自分の人生を前向きに肯定
して統合すること」を支援するために、「高齢者の
運動機能、口腔機能、栄養状態を高め、さらには
認知・情緒面の改善を通じて、生活機能を高め、
生きがいや自己実現の達成に向けた支援」ができ
るかどうかにかかっています。

スタッフの高齢者を支援する姿勢



人を支援するということは相手との共同作業行う
ことです。したがって、まず、相手の立場にたって
考えることが大事ですが、その前提として相手をよ
く理解することから出発すべきだと思います。相手
の立場にたって、「相手が何を望んでいるかという
ところに関心を持ち、どのように支援したら、疾病
や障害を予防することができ、生活の質・人生の
質も向上するか」ということに焦点を合わせること
が必要なのです。

人を支援するということ



ホームベース型健康型支援モデル

内発的動機づけ

実現可能な
目標設定

生活の質・
人生の質向上

目標達成
成功体験

新たな内発的動機づけ



前向きの態度 （行動変容に積極的になること）
ステージモデルを用いて、本人のステージに合わせた支援を行い、プログ
ラム参加への「有益性」が「困難さ」を上回ることを認識してもらう。

自己効力感 （行動をうまくやれる自信）

プログラムに参加することが、望ましい結果をもたらすという期待を持ち、その
行動をうまくやれる自信を持ってもらう。

周囲からの支援 （重要な他者からのさまざまな形の援助）
本人のメンタルヘルスに配慮し、目標を達成するために自律的に行動する力を付

与するエンパワメントを行う。

ホームベース型健康支援の３要素
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ホームベース型健康支援によるシナリオ

①食事を適
切に摂取する
ことで病気や
障害のリスク
が低くなること
を理解

①前向きな態度

②自己効力感

③周囲からの支援

②困難なく行えると思える行動変
容を選択し、③実行することで周囲
から喜んでもらえるシナリオづくり

①毎日歩ここと
で病気や障害
のリスクが低く
なることを理解

食事摂取量

食

ウォーキング

運



たとえば、できるだけ長く自立した状態で生活して
もらうために、毎日歩くといった適切な運動をするこ
とに「前向き」になってもらいます。本人が「できる」と
思えるような歩数の目標や方法の設定をすると「自
己効力感」が得られます。そして、定期的にスタッフ
に歩数を知らせる「仕組み」を作れば、「周囲からの
支援」を行うことができます。

歩くシナリオ



1日の歩数を7000に設定し、歩くようにな
ると体も疲れ、よく眠れるようになります。ま
た、歩く仲間も増えて、話しながら歩くので
、お互いの励みにもなり、認知症の予防にも
なります。スタッフから、「目標達成おつか
れさま」とか言われると高齢者は嬉しい気持
ちになります。



低栄養状態の高齢者が支援の対象であれば、適
切に食事をすることが病気や障害を予防すること
に必要であることを理解してもらって食事を適切に
しようという気になってもらうのが「前向きの態度」
への支援です。 嚥下障害のある人であれば、「ソ
フト食」や「とろみ」のついた嚥下しやすい食事を提
供するといったことで、不安なく食事ができるよう
「自己効力感」をもってもらうことが可能となります。

栄養支援のシナリオ



「周囲からの支援」としては、「本人が
食べようとしていること」や「少しでも食
べたこと」を評価することがあげられま
す。



認知症の高齢者が汚れた下着を隠すのはめず
らしいことではありません。その時に不愉快な顔
をされると高齢者は悲しい思いをします。「今から
洗いましょう。洗えばきれいになるから大丈夫で
すよ」と受け入れて、「前向き」になってもらいます。
そして、「今度からはここに入れてくれると助かる
わ」とわかりやすい行動をアドバイスします。

認知症に対するシナリオ



きちんとできたら、「ちゃんと入れてくれたの
ね。ありがとう。今度からもここに入れてくれ
ると、すぐに洗濯できて助かるわ」と「周囲か
らの支援」を行い、楽観主義的な態度で生
活習慣の改善をエンパワメントすることがで
きます。



高齢者はできるだけ長く自立した状態でいて、天
命を全うしたいと思っています。そこで、「高齢者健
康コミュニテイ」では「要介護状態になることをでき
るだけ防ぐ（遅らせる）こと、すでに要介護状態に
なってもその悪化をできるだけ防ぐ」介護予防を行
い、病気や障害を避け、自分の人生を肯定的に受
け入れるための支援を行うことが必要です。

予防を重視する



高齢者に多い身体的な疾患は、脳卒中、心臓病、悪
性腫瘍、糖尿病、高血圧、肺炎、骨折などで、精神的
な疾患では、認知症、うつ病です。これらの疾患を予
防していくには、適切な運動の実践や栄養摂取が不
可欠です。



介護保険の事業で行われている介護予防プログ
ラムは、運動機能や栄養状態，口腔機能，さらには
認知・情緒面の改善を通じて，生活機能を高め，自
己実現の達成に向けた支援を行うことを目指してお
り、根拠のある優れたプログラムです。活動的な状
態にある高齢者を対象に精神・身体・社会における
活動性を維持・向上させるのが一次予防です。

介護予防プログラム



疾病のリスクや要支援・要介護状態に陥るリスクが高
い高齢者を早期発見し、早期に対応することにより、要
支援状態となることを防ぐのが二次予防です。介護保
険においては、二次予防となる対象者は、介護予防プ
ログラムの対象となる特定高齢者になります。

二次予防の介護予防プログラムは、介護予防スク
リーニングでリスクがあるとされた高齢者のみならず、リ
スクのないとされた高齢者の一次予防のためにも有用
なものです。

介護予防プログラムの週間スケジュール



「高齢者健康コミュニテイ」で介護予防プログラ
ムの週間スケジュールを決め、毎日プログラムに
参加してもらった方が予防の効率が向上します。
そして、運動に関する介護予防プログラムに関し
ては、すべての高齢者が毎日参加できるようにス
ケジューリングします。たとえば、朝と夕方、30分
ずつウォーキングのプログラムを集団で行うよう
にすれば、歩きながら他の高齢者と話もできるの
で、生活の質を向上させながら認知症を予防す
ることもできます。



高齢者になれば、認知症が発症してくることは
珍しくありません。そのような事態に備えて、成
年後見制度を利用することで「権利譲渡の手続
き」ができます。成年後見制度には、軽度の精神
上の障害がある方にも対応した「法定後見制度」
と、自己決定と本人の保護を重視した「任意後見
制度」があります。

成年後見制度



「事前指示書」は、本人の精神が健全な状態に
ある時に、本人の家族、医療関係者に終末期の
ケアの意思表示をするものです。本人が延命措
置を望んでいない場合に事前指示書が存在す
れば、病気が不治であり回復不可能となった場
合は、延命処置を中止し、苦痛緩和の医療と介
護で自然な看取りをすることが可能となります。

事前指示書



「食事や水分を口から十分摂取できなくなった
時は、口から食べることを大切にした自然な経過
での看取りをしてください」といった記載があれば、
医療機関や施設が経管栄養や中心静脈栄養な
どの実施を行う必要もなくなります。

経管栄養は拒否できる



Quality of LifeのLifeは、「命」、「生活」、「人生」
という意味があります。「人生」とは、「誕生」から
「死」までの期間です。Quality of Lifeは、本人が
決めるものであって他人が決めるものではあり
ません。だからこそ、「自分の終末期のケアのあ
り方を自分で決めること」を支援する必要がある
のです。

QOLの尊重



「高齢者健康コミュニテイ」を機能させるためには
必要不可欠な要件があります。まず、高齢者一人
ひとりに責任をとる主介護者の存在です。その主
介護者が高齢者の情報を管理し、定期的にコミュ
ニケーションをとっておかなければなりません。次
に重要なことは、その情報を「高齢者健康コミュニ
テイ」のスタッフがアクセスできることです。このシ
ステムがあって初めて、本人の意向にそった継続
したケアができます。

「高齢者健康コミュニテイ」を機能させる



そして、緊急時に機能するシステムです。発熱、
胸痛、意識障害といった症状、脳卒中、心筋梗塞
といった疾病に対応するためのマニュアルとそれ
に対応できる態勢を作っておく必要があります。治
療のための連携機関があることは極めて重要です
。救急車を呼んでしまえば、高齢者の望むケアを
行うことが困難になります。

緊急対応マニュアルと連携機関



そして最後が、「２４時間訪問介護・看護システム」です
。これがうまく機能するかは、いかに準夜、深夜帯に効率
的にサービス行うかにかかっています。介護であれば、ト
イレ介助、おむつ交換、看護であれば、インスリンなどの
注射、緊急対応だけに絞る必要があります。

注意深い観察が必要な高齢者や看取りの必要な高齢
者は複合施設に併設した介護型すまいに住んでもらい、
そこに家族が休める部屋を用意しておくと家族が安心で
きます。

２４時間訪問介護・看護システム



医療法人玉昌会加治木温泉病院は、地方都
市の高齢者医療ケアの問題を解決していくため
に、「在宅支援複合施設」というコンセプトで在宅
医療ケアセンターと高齢者住宅を核とした在宅
施設を建設しました。これによって、通い、泊まり、
訪問ができる複合施設と加治木温泉病院及び
地域コミュニティとのネットワークによって、切れ
目のない医療・介護サービスの提供を実現する
システムを構築することになりました。

玉昌会高齢者健康コミュニテイモデル
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介護型高
齢者住宅

グループ
ホーム

有料老人
ホーム

小規模多
機能

小規模多
機能

通所介護 訪問介護 訪問看護

　

複合拠点

介護型高齢者住宅

居宅介護支援事業

地域交流センター

加治木温泉病院

地住住民
地住住民

在宅療養
支援
診療所

地住住民

玉昌会の高齢者健康ｺﾐｭﾆﾃｲモデル
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有料老人ホームである、しあわせの杜・ケアレ
ジデンス「おはな」は、「通い、訪問、泊まりと医療
系サービス」が包括的に提供できる“複合施設”
を形成しており、同じ建物内の1階に、居宅支援
事業所、訪問介護ステーション、訪問看護ステー
ション、通所介護施設が併設されており、緊密な
連携のもとに、サービスが提供されています。

複合施設「おはな」
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複合施設「おはな」
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食堂
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廊下



通所介護サービス

72



地域交流センターでは、住宅型有料老人ホームの
入居者コミュニティガーデン内のグループホームの
入居者、小規模多機能施設の利用者、その家族、
及び地域住民の方々に様々な支援プログラムを提
供しています。現在は、ヨガ、フラ（ダンス）のカル
チャー教室や、地域の勉強会等に活用されています。
今後は、地域のニーズに合致したプログラムを検討
し、組み入れていく予定です。また、これらのミニカル
チャー教室の講師は、近隣の高齢者によるボラン
ティアによるものを集めていく方針です。

地域交流センター
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地域交流センターでのイベント
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豊資会は2008年、自立型の高齢者住宅である
高齢者専用賃貸住宅を建設し、在宅療養支援診
療所、訪問看護ステーションを併設しました。
2012年には、要支援・介護型の高齢者住宅であ
る有料老人ホームを開設し、リハビリ機能を強化
した通所介護施設を併設しました。

豊資会の
高齢者健康コミュニテイモデル
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要支援・介護型高齢者住宅である有料老
人ホーム、リハビリ施設（通所介護）、ヘル
パーステーション及び自立型高齢者住宅、在
宅療養支援診療所、訪問看護ステーションか
らなる複合施設は、加野病院、小規模多機能
施設、グループホーム、ケアハウスと連携し、
より高度な医療機能、介護機能を果たすこと
ができます。

豊資会の
高齢者健康コミュニテイモデル
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豊資会モデル
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自立型高齢者住宅
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自立型高齢者住宅の入居者
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支援型・介護型住まい



支援型・介護型住まいのトイレ



支援型・介護型住まいの寝室



支援型・介護型住まいの１階



地域包括ケアシステムとの関連では、「医療と
の連携強化」は、自立型高齢者住宅に併設する
在宅療養支援診療所と訪問看護ステーションを
中心に、地域への訪問診療とグループ内施設へ
の月2回の訪問診療を基準として行っています。
作業療法士3名、言語聴覚士1名は、訪問リハビ
リテーションを行っています。

医療との連携強化
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24時間対応の在宅医療を行うために、やまび
こ診療所の看護師が緊急時の対応はオンコー
ルで対応しています。必要な場合には、医師に
連絡をし、訪問看護をすべきか、入院なのか等
の判断と指示を受けます。患者に関する診療情
報については、スマートフォーンやタブレットを用
いて情報共有をしています。

医療との連携強化

85



在宅支援診療所



訪問介護



「介護サービスの充実強化」では、ヘルパーステー
ションを拠点にケアプランサービス、通所サービス、小
規模多機能型居宅介護などを含み居宅サービス、グ
ループホーム、ケアハウス、ショートステイなどの介護
施設サービスも行なっており、高齢者住宅の入居者
のさまざまな介護ニーズに対応することができます。

介護サービスの充実強化
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「予防の推進」に関しては、ふれあいセンターでは
介護予防活動、ふれあいガーデンでは、園芸福祉、
世代間交流、野菜作り教室などを行っており、花や
野菜を種・苗から育て、ふれあう事で 心と身体の健
康づくりを行っています。

介護サービスの充実強化
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リハビリセンターでの運動

九州大学UIプロジェクト Kyudai Taro,200790



リハビリセンターでの口腔ケア

九州大学UIプロジェクト Kyudai Taro,200791



ケアハウスでの子どもとの交流

九州大学UIプロジェクト Kyudai Taro,200792



地域包括ケアシステムを包括した「高齢者健康
コミュニテイ」構築していくうえで、現状では次の6
点が大きな課題になると思われます。第1に、
2025年を視野においた地域包括ケアシステムを
創り上げていく上で、疾病・障害予防も含めた生
活の質・人生の質を向上させるためのサービス
を効率的に提供していくには、「地域包括ケア研
究会報告書」で述べてあるように、施設ケア中心
の方針から在宅ケア中心の方針へ高齢者ケア
のパラダイムを転換していかなければならないこ
とを、国民全体で認識する必要があると考えます。

地域包括ケアの構築に向けて
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第2の課題は、高齢者の潜在的なニーズにも対
応できる高齢者住宅を構築していかなければな
りません。しかしながら、全国的に「自立型住ま
い」、「支援型住まい」はほとんど整備されておら
ず、「支援型住まい」という考え方が確立されてい
ませんので、これらの開発、整備に取り組んでい
く必要があります。その際、「自立型住まい」、「支
援型住まい」の居室広さ、価格については米国
のCCRCを参考にして地域の物価も考慮し検討し
ていく必要があります。

地域包括ケアの構築に向けて

94



第3の課題は、夜間、深夜を含めた24時間の巡
回型訪問介護・看護サービス体制の構築です。
24時間の夜間対応訪問介護事業者は、始まって
いますが、本格的な整備はこれからです。マンパ
ワーの配置、採算性に大きな課題があるからで
あると思われます。24時間体制でのサービスを
提供方法に関し、デンマークなどの介護先進国
の実例等を研究し、実践していく必要があります。

地域包括ケアの構築に向けて
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在宅サービスの普及に高齢者住宅の整備が必
要な理由は、効果的な在宅サービスを提供するた
めには、夜間深夜のサービス体制をいかに効率
的に構築するかが問題であり、そのためには、夜
間、深夜においては、訪問看護師、介護士がまと
まってサービスを提供できる場が必要であるから
です。すなわち、定期的な、ある程度の数量の
サービスの受け手がなければ、夜間から早朝の
サービスの担い手を十分に確保できないからです。
経営を安定させるには、スケールメリットのある事
業にしなければなりません。

。

地域包括ケアの構築に向けて

96



第4に、医療と介護を包括的に提供していくため
には、在宅医療と介護の連携が課題です。在宅医
療を担う在宅療養支援診療所制度は導入されて
いますが、地域で24時間をカバーするという体制
が機能していない現状があります。在宅医療につ
いては、医療機関と訪問看護ステーションとの連
携が鍵であり、その連携方法、医師と看護師の役
割分担についても研究していく必要があります。

地域包括ケアの構築に向けて
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第5に、自助、互助の支援のための体制づくりで
す。このためには自立している高齢者が助け合え
る場所をつくることが必要であり、自由に活用でき
る地域交流センターのような場所が増える必要が
あります。また元気な高齢者が支援を必要とする
高齢者を相互で助け合うためのボランティア制度
普及についても研究していく必要があります。

地域包括ケアの構築に向けて
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第6に、システムを動かしていくのは人であり、高
齢者介護を担う人材の待遇等を改善していくこと
が重要です。介護分野で働く人材が、介護技術と
ともに、マネジメント、マーケティングの知識を持つ
ことにより、介護の仕事をプロ意識の強いものにす
ることできると共に、生産性を向上していけるもの
と考えます。

地域包括ケアの構築に向けて
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これらの解決のための手段として、地域包括ケア
システムの一つのモデルである「ネットワーク型高
齢者健康コミュ二テイ」を示しました。このモデルで
は、まず第1段階として、高齢者住宅を核とした医
療・介護サービスの複合拠点～在宅支援複合施設
を作り、次に第2段階として、在宅支援複合施設を
中心に地域住民が自由に訪問できるような交流拠
点を構築し、高齢者支援のネットワーク（互助組
織）を展開していきます。そして、第3段階として、高
齢者の経済力やADLに応じたニーズに合わせた
様々な種類の住宅を作り、それらを軸に24時間巡
回型訪問サービスを機能させていくモデルです。

地域包括ケアの構築に向けて
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地域の新しいケアシステム
「ネットワーク型高齢者健康コミュニテイ」

日本においても、それぞれの

地域の中にある医療資源と福

祉資源が、高齢者住宅を中心

にネットワークを組み、新しい

地域のケアシステムを作ってい

くことが必要になってきています。

地域の医療・福祉資源のネットワーク

「ネットワーク型高齢者健康コミュニテイ」
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【第1ステップ】
高齢者住宅を核
とした医療・介
護サービスの複
合拠点～在宅支
援複合施設をつ
くる

【第2ステップ】
在宅支援複合施設を中心に地域住民
が地域交流センターを自由に訪問で
きるようにし、高齢者のネットワー
クをつくる

【第3ステップ】
高齢者のニーズに合わせた３種類
の住宅を作っていき、それらを軸
に24時間巡回型訪問サービスを機
能させていく

ネットワーク型 高齢者健康コ
ミュニテイ



地域密着・連携型
高齢者健康コミュニテイのイメージ

地

域

医

療

・
福

祉

資

源

の
連

携

（
地

域

ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク

）

急性期病院

在宅療養支援診療所

訪問介護・看護ステーション
24時間対応ステーション

● 高齢者住宅 （30～80人）

ここに居住する自立～要介護までの高
齢者のそれぞれのニーズに対し、毎日の
生活に密着したフルサービスで対応

新しい地域医療・
福祉資源の拠点

地域医療・福祉資源の発信（地域密着）

● 周辺地域の自宅に住む高齢者

自立、要支援～要介護までの高齢者
が自立した生活が送れるように、夜間
対応を含む必要最低限の支援を行う

併設

デイケア・デイサービス

高齢者住宅を核として高齢者ニーズに対応する高齢者健康コミュニテイ

の 役 割

１~ 2㎞

老健 療養病床

協力

スケールメリット



「生活支援・健康支援・介護・医療サービスを提供す
る複合施設と自立型、支援型、介護型高齢者住宅及
び高齢者自宅をネットワークで結び、地域包括ケア
システムの機能」を満たす「高齢者健康コミュニテイ」
で、高齢者に「ホームベース型健康支援」を行うこと
は、高齢者の生活の質・人生の質の向上に大きく貢
献すると思われます。将来は、日本のどこでも高齢
者の意思が尊重され、変化していくニーズに対応し
て、同じ場所で継続的にケアを行っていくことができ
るようになることを期待したいと思います。

おわりに


