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地域包括ケア社会の到来と本学部の貢献の可能性
美ノ谷
はじめに

新子
者人口割合 14％以上）に突入していた。18 年

地域包括ケアの考え方は、平成 23 年の介護

前のこの頃、社会的入院という言葉が盛んに使

保険制度の改正の中で出現したが、いまや介護

われていた。急性期の治療は終了したものの療

保険を利用する高齢者施策の枠組みに留まら

養を必要とする患者さんが病気治療のためで

ない。地域包括ケアは子育て世代や障害者の分

なく、社会的な理由のために入院を余儀なくさ

野でも注目され、地域の中で保健、医療、福祉

れ長期化していた現象の事である。社会的な理

の領域を跨いでさらに社会全体でメジャーな

由とは病院での治療は終了しているにもかか

キーワードになってきている。

わらず病気の後遺症や活動の少ない入院生活

社会現象ともなっている地域包括ケアをよ

のため筋力・気力が低下して日常の生活に手が

りよく理解するために、時代を少々さかのぼっ

かかるようになり、素人の家族だけでは世話で

てまず介護保険制度の成立に至ったわが国の

きないので入院させていたというものであっ

社会状況を振り返ってみることにする。介護保

た。また車椅子が使えない間取りや階上にある

険制度が施行され 18 年経過した現在に至るま

暮らしの場へ移動できないなど在宅療養する

でに医療や介護状況がどのように変化したの

には難しい住宅事情の理由もあった。家族側の

か、社会状況はこの先どのように変化するかを

理由では、入院が長引き退院に対する家族の意

予測して超高齢社会を生き抜くために地域包

欲が減退していったこともある。仕事や学業の

括ケア、地域包括ケアシステムの創設に辿り着

ために療養者を世話する家族がいない、家族に

いた経緯を明らかにしたい。

代わる介護人もいない、介護のために仕事や学

さらに地域包括ケア、地域包括ケアシステム

業を辞めざるを得ない状況も起こった。

に込められた考え方を確認し、現時点における

特にわが国の戦後の世帯構造は核家族が主

地域包括ケアの広がりを俯瞰してみたい。最後

流となり三世代世帯の減少がみられ、65 歳以

に平成 29 年 4 月千葉県船橋市に看護大学教育

上の者のいる世帯ではその傾向がより顕著に

機関として開設した本学部は、地域包括ケアを

なってきている。かつての三世代世帯では世帯

理解し、地域包括ケアシステムの中で活躍でき

人数が多く家族内で療養者の世話を分担する

る人材育成を目指していることを紹介し、どの

こともできたが、世帯人数が少ないと世話の分

ように貢献できるかの可能性について触れて

担もできなければ介護者を捻出することもで

みることとする。

きない。退院後の寝たきり患者宅では、枕元に
昼食用のおにぎりがラップに包まれて置かれ、

１．介護保険制度成立に至らせたわが国の社会

夜家人が帰宅するまで朝当てたオムツそのま

状況

まというような暮らしが見られたこともあっ

そもそも介護保険制度が成立に至ったのは、

た。

わが国の急激な高齢化すなわち全人口に占め

家族だけでは担えなくなった介護を、社会

る 65 歳以上の高齢者人口の増加による。介護

（国民）全体で支えていく保険制度として介護

保険法が施行した平成 12 年には既にわが国の

保険は誕生した。介護保険は医療保険と同じく

高齢者人口の割合は 17.4％で、高齢社会（高齢

保険制度として被保険者（市民）が拠出した保

東邦大学健康科学部
東邦大学健康科学部

看護学科
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険料を保険者（市町村）はプールしておき、介

護保険利用者に対する活動は概ね高齢者の自

護が必要になった本人の申請で一部負担はあ

宅（ホーム）を基盤として関わるので、医療者

るものの介護サービスが利用できる共助の制

は高齢者の生活の場や生活そのものに目を向

度である。

けざるを得なくなってきたのである。

高齢者は加齢と共に体の不調・不具合を訴え
る者が多く、治療を受けている者も多い。平成

２．新たな高齢者に対する医療の考え方：国民

28 年の国民生活基礎調査結果、厚生労働省

医療費抑制策

（2017）A では、10～20 歳代と比べて 65 歳以

病院報告によると介護保険制度開始前の平

上では有訴者（病気や怪我で自覚症状のある者）

成11年には一般病床における平均在院日数は

率で 2.4 倍、通院者（傷病で通院している者）

27.2日であったが、平成28年は16.2日厚生労

率では 4.6 倍にもなっている。一方、加齢によ

働省（2017）Bと10日も短縮している。以前は

る全身の衰えは非可逆的であり、齢を経るごと

入院が当たり前であった白内障手術や悪性新

に本人の出来辛くなることが増えてくる。体力、

生物の化学療法が日帰りで出来るようになっ

筋力低下は荷物がもてなくなり買い物が難し

た。外科的分野では侵襲の少ない内視鏡的手

くなる。反射作用や柔軟性が減少し咄嗟の行動

法により身体への侵襲が減り、その分早期の

が取りにくく転倒の危険性が高まり、それまで

回復が可能となり、ひいては早期退院が実現

容易にできていた動作に時間がかかる割に疲

した。また検査技術の改良の結果、検査入院

労感が大きいので活動量が減少し、体力、筋力

の必要はなく、外来でより早く精度の高い検

低下を助長する。視力低下や感覚器の鈍化のた

査ができるようになったなど医療技術の進歩

めに判別が難しくなり巧緻さに欠けることが

が平均在院日数の短縮に貢献している。

増え、聴力低下はコミュニケーションの取り辛

さらに国民医療費の抑制のために、平均在

さを招き、孤立に陥る引き金になる。高齢者の

院日数の短縮すなわち入院期間の短縮が目指

これらの加齢現象に疾病や不快な症状が加わ

されるようになった。

れば生活のし辛さが増えこそすれ減ることは
ない。高齢者は疾病や障害に対する医療的ケア

１）平均在院日数の短縮化

を必要とするが、それと同じくらい生活のし辛

介護保険制度の創設により、医療保険で賄

さを手助けする福祉的ケアを必要としている

われていた高齢者長期療養者の介護の部分を

といえる。その福祉的な部分を請け負う制度と

切り離すことで年々膨らんでいた国民医療費

して介護保険制度ができた。

を抑制するかに見えた。しかしそれは一時的

介護保険制度の施行当初は利用を躊躇する

現象ですぐ増加に転じてしまった。なぜなら

高齢者が大勢いたが、関係者の啓発により福祉

予想をはるかに上回るスピードで高齢化が進

系サービスを利用する権利意識が徐々に芽生

み、高齢者の医療費はかさむいっぽうであっ

え、利用者が年々増加していった。介護保険を

たからである。高齢者一人が複数の診療科を

利用する療養者の周りでは医療職と福祉職が

受診している事も多く、高齢者は入院期間が

連携や協働している場面を見るようになって

若年者のそれと比較して長期化する傾向にあ

いった。なぜなら多くの介護保険利用者は、生

り、慢性疾患では生涯治療をし続ける場合も

活の場である自宅を中心にサービス利用をし

少なくない。そこで急性期治療や積極的な治

ていたからである。従来、医療者は病院・診療

療が必要な場合には入院してしかるべき処置

所等の医療機関で対象者に接していたが、高齢

をするが、回復期や慢性期治療は長々と病院

者にとってそこはアウェイであった。しかし介

に入院するのでなく、生活の場で治療を続け

美ノ谷
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ることが勧められるようになった。早期退院

ービス提供は、日中のみならず夜間にも医療

はむしろ社会復帰や元の生活に戻ることを促

や介護に対応してもらえる安心感を在宅療養

すと捉えられた。特に高齢者においては入院

者に提供し、介護者の負担感を軽減すること

によっておこる筋力低下やせん妄など副次的

となり、在宅療養者や家族のニーズに応え在

な弊害を早期退院することにより予防でき、

宅療養を定着させる基盤となっていった。

本来その人が持つ能力を低減させない、とプ
ラスに受け止めて早期退院に拍車をかけた。

３）在宅療養の推進

高齢者の早期退院のメリットを根拠にして、

医療費適正化計画では在宅療養の推進が明

平成20年度からは医療費適正化計画の一つと

記されている。その内容は①病院から在宅へ

して平均在院日数の短縮化を本格的に進める

の円滑な復帰のため、退院時、病院から地域

ことになった。すなわち服薬やリハビリテー

への連携を図ること、②看取りまで含めた在

ションなどの治療は、殊に生活習慣病等の継

宅療養支援体制の構築、③高齢者向けの自宅

続的治療や重症化・再発の予防など日々の生

以外の多様な居住の場の整備の推進である。

活の中で行われる医療的行為は入院治療でな

①病院から在宅への円滑な復帰について

く、生活する場で療養する方向性が示され、

は、平成20年4月から高齢者の医療の確保に

急性期治療後の早期の退院が強く勧められる

関する法律（以下、後期高齢者医療制度）で

こととなった。

新たに退院調整加算が新設され、早々に具現
化した。退院調整のため病院には専門の部門

２）在宅療養の指向性
看護師が患家を訪問して看護する訪問看護

の設置と専従の看護師又は社会福祉士の配置
が義務付けられた。これ以降、退院調整に関

や医師が患家へ出向いて診療する訪問診療

する診療報酬の充実がみられ、全国で退院調

は、介護保険制度施行開始以前から既に実践

整看護師を配置する病院が増えることとな

されており、在宅医療を指向する素地は整え

り、退院支援体制が整備されていった。入院

られつつあった。さらに介護保険制度施行後

当初から退院支援計画に基づき在宅療養へ向

は在宅療養を支える体制として、介護保険に

けての指導を行うことを評価するようになっ

よる様々な福祉系サービスが提供されるよう

た。退院時共同指導は入院中に在宅医療を担

になっていった。療養環境を整備する一助で

う医療従事者と情報共有することや三職種以

ある住宅改修、機能低下のため日常生活に支

上で共同指導することであり、介護支援連携

障のある者の便宜を図るための福祉用具、看

指導はケアマネジャーと連携して介護サービ

護・医学的管理下におけるショートステイ機

スの説明・指導をすることであるが、これら

能の短期入所療養介護などのサービスがそれ

の指導の実施が評価され加算されることとな

である。平成18（2006）年には24時間連絡を

った。医療従事者間や医療職と福祉職間、病

受ける医師又は看護職員を配置し、患家の求

院と地域のスタッフ間などの複数の退院支援

めに応じて24時間往診が可能な保険医療機関

活動に加算がつき、退院支援の実践を促し

としての在宅療養支援診療所が届け出により

た。早期からの手厚い退院支援は在宅療養を

認可された。また同年、介護保険法の改正で

始める療養者や家族の退院への不安軽減に役

夜間の定期的な巡回訪問、又は通報を受けて

立ち、在宅復帰に向けての多職種による準備

行われる入浴、排せつ、食事等の介護、その

は円滑な退院に結びつき、ひいては平均在院

他の日常生活上の世話をする夜間対応型訪問

日数の短縮化へ寄与することとなった。

介護が開始した。これらの昼夜を問わないサ

②看取りまで含めた在宅療養支援体制の構
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築については、平成24（2012）年に介護保険

法律」
（高齢者住まい法）で創設された。これ

法の改正で創設した複合型サービスの一つと

は高齢者の居住の安定を確保することを目的

して、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を

にバリアフリー構造で安否確認や生活相談サ

組み合わせて提供する看護小規模多機能型居

ービス等を提供する高齢者向けの賃貸住宅ま

宅介護がある。これは退院直後の在宅生活へ

たはホームである。旧来の高齢者対象の施設

のスムーズな移行やがん末期等の看取り期、

と異なり比較的自立度の高い高齢者が利用

病状不安定期における在宅生活の継続、家族

し、生活の自由度が高いのが特徴である。一

のレスパイトケアなどの支援を目的とした新

般社団法人高齢者住宅推進機構（2018）によ

しいサービスである。しかし大多数の市で一

ると、サービス付き高齢者住宅は平成30年1

桁の施設数しかなく、平成29年3月末日現在

月末には6,939棟、227,583戸が登録されてお

全国で357施設に留まっている。

り急増していることがわかる。後で紹介する

在宅医療の充実には地域差があるものの、

地域包括ケアの図中にも自宅と並びサービス

厚生労働省（2017）Cの資料で、平成27年の

付き高齢者住宅が記載されていることから

在宅死の全国平均は12.7％にすぎない。在宅

も、自宅に代わる住宅として期待されている

で亡くなることを希望する者は多いにもかか

ことが推測できる。

わらず、家族に迷惑をかけたくないなどの理
由により病院で終末期を迎えているのが現状

３．2025年問題の危惧

である。退院後の受け皿である地域には既に

１）団塊の世代が全て後期高齢者になる

訪問診療、訪問看護や介護保険法で定められ

平成 19 年には高齢化率が 21％を超えわが

た在宅療養を支援するサービスが存在する

国は超高齢社会になったがその後も高齢化は

が、在宅看取りの件数は依然として増えてい

止まず、平成 28 年人口推計では 27.3％に達し、

ない。在宅療養支援体制は一応整えられてい

この先も人口の高齢化は進むと予測されてい

るが、サービス提供者にも利用者にも在宅看

る。改めてわが国の人口構成を平成 28 年度 10

取りのハードルは高く、両者が在宅看取りの

月 1 日現在の図 1 我が国の人口ピラミッド、

理解を深め意識改革につなげられるよう啓発

一般社団法人厚生労働統計協会編（2017）A で

の取り組みが続けられている。本原稿作成中

見ると、67～69 歳と 42～45 歳を中心とした

（平成30年1月26日）、朝日新聞（2018）に、

2 つの膨らみを持ったつぼ型になっている。一

在宅医療が看取りを担うことを促す施策とし

つ目の膨らみは昭和 22 年～24 年の第一次ベ

て平成30年4月以降に診療報酬を手厚くする

ビーブームの人口集団で、2025 年にはこれら

内容が掲載された。診療報酬は在宅看取りを

第一次ベビーブームの団塊の世代が 75 歳以上

促す一手法ではあるが限定的で、むしろ国民

の後期高齢者になる時代が到来する。

の理解や認識の変容が在宅看取りを選択・決

高齢者は通院者率が高いことは先に述べた

意する鍵を握ると思われる。上記同紙面に終

が、75 歳以上の後期高齢者ではそれ以外の若

末期患者の最期の過ごし方や死の瞬間までの

年者に比べ外来・入院において受診率が 2～6

生の生活の質については高齢者のみならず誰

倍にもなっている。つまり後期高齢者の増加は

もが再考しなければならない、と国民を啓発

医療費の増加に直接繋がることから、後期高齢

する内容の記事であった。

者が増え続ける 2025 年までは確実に国民医療

③高齢者向けの多様な居住の場の整備につ

費の増加が予測できる。

いては、平成23（2011）年、サービス付き高

治療・医療を担う医療保険と生活のし辛さを

齢者住宅が「高齢者の居住の安定確保に関する

担う介護保険が共にそれぞれの機能を果たし
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て現在に至っている。これら共助の制度を今後

め退院後も治療は継続するので療養は続ける

も長年継続しつづけ

ことになる。そこで退院後の療養をどこです
るかが最大の問題になっている。すでに述べ
てきたように病院に入院し続けると国民医療
費が嵩むので、国の医療経済の立場からは病
院以外の場所に、できれば本人が希望する住
み慣れた場所である自宅に帰って療養しても
らうのが望ましいと考えられている。医療費
適正化計画は国民医療費の増加を抑制するた
め、療養場所を病院以外のどこかにするこ
と、出来れば本人が最も安らぎを感じ希望の
強い自宅を第一優先にして勧めるものであ
る。しかし自宅に帰ることが無理な場合には
自宅のような療養場所に移動することにな
る。

図 1．我が国の人口ピラミッド
（平成 28 年 10 月 1 日現在）

３）一人暮らし高齢者、認知症高齢者、終末期
の課題

ると仮定して、経済破綻を招くことなく 2025

超高齢社会における新たな課題として一人

年からの日本の後期高齢者人口のピークの時

暮らし高齢者や認知症高齢者の増加が予測さ

期を如何に乗り切るかがわが国の大きな課題

れている。核家族では子どもが巣立った後に老

となってきたのである。2025 年問題は医療、

夫婦が残り、夫婦の片方が亡くなると一人暮ら

介護がそれぞれ別々にサービスを提供するだ

し高齢者となる。早晩増加する一人暮らし高齢

けでなく連携を密にして無駄や無理、無計画で

者を誰が介護するのか、かつてのように施設入

ない支援とともにサービス受給者の責任と努

所を希望しても今や十分な収容能力はない。ま

力を含めた役割を求めているものと捉えるこ

た、西田裕紀子（2017）が知能の加齢変化を報

とができる。

告しているが、特に介護を要する認知症になっ
た場合その高齢者の介護を誰が担うのか、世帯

２）退院の姿とその後の居場所

人数が少なくなった家族には担いきれず予断

一昔前の退院風景は、「退院おめでとうござ

を許さない状況である。さらに後期高齢者がい

います。」と病院関係者から見送られて、無事

ずれは行き着く終末期人口の増加が懸念され

患者さんと家族が迎えの車に乗り込む喜々と

ている。終末期にどこでどう残りの人生を過ご

した姿を想像できた。しかし現在では鼻にカ

そうとしているのか。誰もまだ見たことも経験

ニューレを装着したまま、何らかの留置カテ

したこともない超高齢社会をどう乗り越える

ーテルを施した状態での退院も珍しくはな

のかが迫りくる 2025 年とそれ以降の時代を迎

い。場合によっては、車椅子やストレッチャ

える私たちに問われている。

ーに寝たまま退院することもある。退院は病

身体介護、医療ケア、食事等の生活支援がい

気の回復でも治療の終了でもなく、治療の一

ついかなるときも整備・確保されている病院や

通過点に過ぎず、疾病を抱えたまま病院から

施設は安心感があり、永らく施設や病院志向が

別の場所に移動することでしかない。そのた

根付いてきたが、保険財政の許容範囲を超えて
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図 2．地域包括ケアシステム
（平成 27 年版厚生労働白書 －人口減少社会を考える－）

立ち行かなくなってきている。

を滞りなく適切に受けて生活し続けることが

そこで打ち出されたのが、地域包括ケアの考

できる。厚生労働省が公表する図 2 に示す地域

え方である。介護保険の対象となる本人を主体

包括ケアシステム、一般社団法人厚生労働統計

とし、
「高齢者の尊厳の保持」
「自立生活の支援」

協会編（2017）C は、自宅等に住まう高齢者を

をベースに保健・医療・福祉のサービスやその

中心に置き、病気になったら医療を受け、介護

他の支援を包括的に受け、住み慣れた地域で生

が必要になったら介護を受けるが、いつまでも

活を継続するというものである。

元気に暮らすために生活支援や介護予防を活
用することが示されている。一人暮らし、認知

４.介護保険制度の中での「地域包括ケア」とは
地域包括ケアシステムの考え方は、二木

症、終末期の様々な状況に対し地域包括ケアシ
ステムを適応しようとしている。

（2017）によると平成 15 年の高齢者介護研究

例えば大腿部頸部骨折で入院・手術後退院す

会の報告書の提起や、平成 20 年の地域包括ケ

る高齢者がいたとしよう。入院中に退院後必要

ア研究会の発足に遡ることができるが、法的に

な術後リハビリテーション、家族への看護指導、

は一般社団法人厚生労働統計協会編（2017）B

介護、福祉用具や住宅改修のプランを立て、退

に著すとおり平成 23 年の介護保険制度の改正

院支援として在宅ケアチームの担当者へバト

で出現した。改正法では高齢者が住み慣れた地

ンタッチする。退院後は自宅への訪問系サービ

域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、

スを受けるが、経過を見ながら通院や通所サー

予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく

ビスに移行し療養生活を支援する。本人の生活

提供される「地域包括ケアシステム」の実現に

する場で必要な医療、予防、介護が提供され、

向けた取り組みを進めることをねらいとして

療養経過の中で本人を主体に支援内容を吟味

おり、「地域包括ケアシステム」は「地域包括

し変えていくのである。住まう地域の中で、医

ケア」が提供できるような地域の体制の事を指

療、介護、予防のサービスが対象者の生活全体

している。
「地域包括ケア」が実現すれば、様々

を見ながら提供される。その時、本人の自立を

な健康（介護）状態になっても地域の中で疾病

目指す自助とともに保険制度で支えあう共助

の予防、再発の予防、重症化の予防や治療・処

や社会保障制度の公助の支援を得、この他に制

置、看護などの医療と生活支援の福祉サービス

度やサービスで補いきれない部分をお互いに
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支えあう互助の力でカバーすることも期待さ

ると、地域包括ケア病院は急性期治療後の患者

れている。

および在宅療養患者などの受け入れや患者の

地域で長年訪問看護活動をしている秋山正

在宅復帰支援の機能を有し、「治療の場」から

子（2016）によると、
「地域包括ケア」の「包

「暮らしの場」へ移行する在宅療養移行支援と

括」には「まるごと」と「継続性」の意味を含

在宅療養者が最期まで住み慣れた場所で生活

み、介護を要する高齢者だけでなく家族も一緒

することを実現する在宅療養継続支援に注力

にまるごと視野に入れて支援すること、何年も

しているという。地域包括ケア病棟（床）は病

十数年も極論生涯を終えるまで生活し続ける

院という医療機関でありながら、常に在宅療養

対象へ継続的な支援が必要である、と述べてい

に向けた支援が行われ、在宅療養者中心の看護

る。

を提供しようとする立場にあることが察せら
れる。

５.「地域包括ケア」の考え方の広がり

平成 27 年 9 月には子育て世代包括支援セン

介護保険制度にみる高齢者の医療や福祉の

ターの整備を図ることになった。平成 29 年 4

あり様を示した地域包括ケアの理念は、高齢者

月から母子保健法の改正により母子健康包括

に限らず子育て世代や障害者に広がりを見せ、

支援センターを市区町村に設置することが法

医療と介護の連携がさらに強調されるように

的に整備され、平成 32 年度末までに子育て世

なった。

代包括支援センター（法的には母子健康包括支

その前に平成 25 年「持続可能な社会保障制

援センター）の設置が努力義務となった。

度の確立を図るための改革の推進に関する法

子どもを生み育てる世代や障害者などは、通

律」に基づく措置として、平成 26 年「地域に

常の市民生活の場で対処すべき出来事が多い

おける医療及び介護の総合的な確保を推進す

が、現代の社会状況の中では課題が山積してい

るための関係法律の整備等に関する法律」（以

る。核家族ゆえに家族の力の弱小化がみられ、

下「医療介護総合確保推進法」という）が成立

地域のつながりの希薄化などは支援や協力が

した。厚生労働省（2017）D にはこの法の目的

得難く、子育てや生活のし辛さとなっている。

は、質が高く効率的な医療提供体制や地域包括

子育て世代の孤立が不幸な事件に発展するこ

ケアシステムを構築し、高度急性期から在宅医

とも少なくない。これらの課題に対し、妊娠か

療・介護サービスまでの一連の医療・介護サー

ら子育てまで継続して行われる支援体制のし

ビスを一体的・総合的に確保するためとしてお

くみとして子育て世代包括支援センターが整

り、医療法、介護保険法等の改正が行われた。

備されることとなった。今までも母子保健事業

迫井正深（2016）はこの法律では地域医療構想

として市町村では妊娠の診断とともに母子健

と地域包括ケアシステムの構築の両者が相ま

康手帳の交付に始まり、妊婦検診費用の助成、

って、地域における医療及び介護の総合的な確

母親教室の開催、新生児訪問や乳幼児の健康診

保を推進するという位置づけになっており、前

査など継続的な保健サービスを提供してきた。

者が都道府県による取り組みとして医療法で

これら従来の保健サービスに加え、子育てのし

規定され、後者は介護保険法による市町村事業

辛さを抱える家族の支援、児の発育・発達や疾

として組み立てられていると行政の位置づけ

病の早期発見だけでなく、虐待などの予防・早

を説明している。

期発見も含めて親子の生活全体を見守ろうと

平成 26 年には診療報酬の改定により地域包

するところに特徴がある。まさに家族も一緒に

括ケア病棟（床）が新設された。地域包括ケア

まるごと、子育てし続ける対象へ継続的な支援

病院の看護部長武井純子（2018）の報告書によ

をすることになる。
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さらに平成 24 年の障害者総合支援法では、
身体障害、知的障害、精神障害に難病を加え、

の狭間を埋める営みと表現している。
地域包括ケアは医療と福祉（介護）が整備さ

一般社団法人厚生労働統計協会編（2017）D の

れた高齢者ケアのあり方として始まり、子育て

図 3 障害者総合支援法に基づく給付・事業にみ

世代や、障害者などの人々をも対象に広がって

るように地域で自立支援医療、地域生活支援、

きた。いずれも自分の住み慣れた地域で自立し

障害福祉サービスや相談支援を統合的に受け

て住み続けられるよう必要に応じて生活全体

ることになっている。これらに共通している考

を鑑みたケア（医療・福祉）が享受できること

え方は、地域すなわち「生活の場」であること、

は、住民誰にとっても理想的で心強い。新福祉

対象への部分的な支援でなく生活「まるごと」

ビジョンに示す全世代・全対象型地域包括支援

であること、支援が年月を経ても身体状況が変

の指向性と相まって、地域包括ケアの考え方が

わっても「継続性」があることが示されている。

一挙に市民や国民のものになりつつあるので

継続性とは、例えば精神科入院患者が退院後地

はないかと考えられる。ただし、一方的に利益・

域で療養生活を始めるとした時、入院中の状況

サービスを享受するのではなく、自助、互助、

が在宅療養を支援する関係者に受け継がれ、必

共助、公助などそれぞれ個人・家族・仲間・行

要に応じて医療的ケアのみならず社会的（福祉

政体の能力に応じて力を出すのを厭わないこ

的）ケアが提供されるということである。退院

とも課しているのである。

当初だけの対応に留まらず、滞りなく継続的な

看護教育界においても新たに地域包括ケア

治療をうけているか、社会復帰のケアを受けて

の教育が始まろうとしている。文部科学省

いるかを途切れることなく支援するのである。

（2017）は平成 31 年度以降、各看護大学にお
いて「モデル・コア・カリキュラム」を参照し
た教育を推奨している。このカリキュラムには
「多様な場における看護実践に必要な基本的
知識」が挙げられており、『地域包括ケアにお
ける看護実践』の文言が組みこまれている。地
域で暮らす人に注視することや在宅療養者と
家族を対象とした学びが年々強調されてきて
いたが、さらに一歩踏み込んで地域包括ケアと
いう用語が明示されたことは注目に値する。地
域包括ケアの用語の中身には、継続看護や医療
と福祉の統合、患者中心の看護などの看護界で
長年の課題としてきた主要素を全て包含して
いると考えられる。

図 3．障害者総合支援法に基づく給付・事業

６.本学部の特色と地域包括ケア社会における
厚生労働省（2015）は平成 27 年の新福祉ビ

貢献の可能性

ジョンで、新しい地域包括支援体制（全世代・

今まで長々と地域包括ケアについて述べ、近

全対象型地域包括支援）を実現するためのまち

未来には地域包括ケア社会が実現されていく

づくりを推し進めようとしていることを示し

ことを語ってきたが、最後に本学部の地域包括

た。制度ごとでなく地域というフィールド上に

ケア社会における貢献の可能性について述べ

包括的な支援システムを展開するもので、制度

てみたい。
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東邦大学健康科学部は生活者の視点を重視

らず、健康な生活の継続を目指すケアのできる

し健康を科学する東邦大学の 5 つ目の学部と

人材になってほしいとの考えから全学生がコ

して 2017 年 4 月に開学部した。健康科学部長

ミュニティヘルスを学ぶ。4 年間の学びを統合

の浅野美知恵（2017）は本学部の特色を端的に

する実習ではトランスレーショナル看護、ファ

次のように述べている。東邦大学の看護教育の

ミリーヘルス看護、コミュニティヘルス看護の

伝統を継承しつつも、人間が健康で幸せな生活

3 看護領域を横断して設定した 6 コースを準

を営むことを支援するための地域医療推進型

備し、保健・医療・福祉システムにおける看護

のカリキュラム編成であることが特徴である。

職者の責務について考えを深めることとして

本学部のカリキュラムは生活者に視点を置い

いる。

た個人の健康、家族の健康、コミュニティの健

以上のカリキュラムに基づき、卒業時には多

康の側面から人間の健康を捉え、健康支援に繋

種多様な人々の疾病・障害を含め健康的に生き

げようとするものである。これはモデル・コア・

る人を支える医療人になっていると推測され

カリキュラムの提示に先立ち『地域包括ケアに

る。先の医療介護総合確保推進法では地域包括

おける看護実践』を具現化しようとするもので

ケアシステムの深化・推進として、医療・介護

あり、先見性と実利性に富んでいると考えられ

の連携の強化が謳われていたが、厚生労働省

る。

（2014）A、厚生労働省（2014）B にあるよう

本学部ではコミュニティヘルス領域の科目

に未だに医療職、福祉職間で地域包括ケアシス

として 1 年生から講義、実習を始めている。特

テムの理解に微妙に齟齬がみられる。初年次か

に 1 年生秋学期の看護入門実習Ⅰでは頭も心

ら対象者と家族の生活全体を捉え、関係する保

もやわらかいうちに地域で生活する様々な健

健・医療・福祉の仲間と連携して対象者の力を

康状態にある人々に接して健康を考え認識す

引き出し支える教育を受けた学生は、医療と福

る機会としている。疾病や障害があっても本来

祉（介護）の垣根を超えた働きを認識し、垣根

人が帰る場所、居る場所を心に刻み込み、看護

を作らず自由に行き来できる看護職となりえ

対象を疾病・障害にのみ焦点を当てることなく、

ることから、地域包括ケアシステムの実践者と

疾病・障害をもちながら生活する人として間口

して活躍できる人材を輩出するものと信じる。

を広げておくこと、対象が健康的に生活すると

未だ 1 期生が在籍するに過ぎないが、完成年

はどういうことかを考え続けられるようにす

度には 250 人規模の学生の学び舎になる。１

るねらいがある。

年次から本学部の特色を基盤にして、演習、実

コミュニティヘルス看護概論は母性・小児・

習等で地域の各関係機関、関係者の皆様のご指

成人・高齢者・公衆衛生の各看護専門分野から

導をいただきながら、全ての学生が地域包括ケ

のオムニバス講義によって構成され、看護対象

アの考え方を日常的にごく自然に学び吸収し

を全てのライフサイクルにある人々として捉

ていくと思われる。学修面以外でも看護を学ぶ

え、看護実践の範疇は予防から疾病・障害、死

学生として、地域の人々との交流を通して地域

に至るまでのあらゆる心身の状況に対してな

を知り地域で生活することの意味を実体験す

されることを意識づけている。学年が進むと公

るとともに、看護学生としてボランティア活動

衆衛生看護学概論とコミュニティヘルス看護

や行事などに参加・協力することで、地域包括

実習を必修科目として修得し、地域に暮らす人

ケアの互助の担い手となり得ると期待してい

が健康に生活し続けられるよう支援する看護

る。

職の役割と機能を学ぶ。全ての看護職はコミュ

本学部は東邦大学の理学部・薬学部と所在を

ニティに住まう人の疾病や障害の有無に拘わ

共にし、キャンパスの広大な環境にも恵まれ健
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康を専門とする人材や物理的条件を備えてい

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-

る。これらの好条件を生かして、地域に開かれ

tyosa/k-tyosa16/dl/04.pdf (2018.03.08)

た大学として、様々に健康を考える人々が学び
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合い交流する場と成り得るし、地域へ良質な健
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康アドバイスや保健情報を発信する拠点に成

6/dl/02_02.pdf (2018.03.13)
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アや地域包括ケアシステムを醸成する力にな

サービス付き高齢者向け住宅の登録状況（Ｈ

ると確信し、本学部の教員は日々研鑽し続ける

30.2 末時点）．http://www.satsuki-

ことを肝に銘じている。
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