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は じめに

本稿 は、 ス コ ッ トラ ン ドの在宅介護者 について扱 う。イギ リスの在宅介護者 について、本誌 の
各号 で論 じて きた拙文 に続 く作業 である。

I

ス コ ッ トラ ン ドとコ ミュニテ ィーケア

国民保健サ ービス とコ ミュニ テ ィー ケアに関す る 90年 法 は、コ ミュニ テ ィー ケア計画 の策定 を
地方 自治体 に義務 づ ける。 この計画 は、当然 の ことであるとはい えコ ミュニ ティー ケアの利用者
とその集団 を特定 し、サ ー ビスの 目標 と財源 につ いて示 して い る。この うち利用者 とその集団 は、
ス コ ッ トラ ン ドの各地方 自治体 の計画 を見 る と高齢者 をはじめ痴果症 の高齢者、精神病者、知覚
もし くは身体障害者、知識障害者、障害児、アル コール依存症 の人々、薬物依存症 の人 々、悪性
腫瘍患者、 ホーム ンスそれに在宅介護者 な どで ある。 これ らの利用者 とその集団 は、イ ングラ ン
ドや ウ ェール ズの各地方 自治体 の計画 で も同 じように示 されてお り、 ス コ ッ トラ ン ドの各地方 自
治体 につ いてだ け格別 のちが い を もつわ けではない(1ヽ
サー ビス は、利用者 とその集団 の特性 に影響 され る こ とは もとより、地域的な事情 に も大 き く
左右 され る。 サー ビス は、居住介護施設内ではな くコ ミュニ ティーケ ア として地域で主 として提
供 され る昨今 で あるだ けに、地域 的な事情 に左右 され るところが大 きい。
高齢者 (老 齢年金支給開始年齢、男性 65歳 、女性 60歳 )は 、 ス コ ッ トラ ン ドの人 口 (約 513万
人 )の 17.8%に 当た るお よそ 91万 人 で ある。)(94年 )。 高齢者 は、 コ ミュニ テ ィー ケア計画 の 中
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で最 も数 の多 い利用者 の集団である。 ナーシングホーム な どの居住介護施設 に暮 らす高齢者 は、
5.5%、 実数 にして 5,000人 を僅か に上 まわ るにす ぎない。残 りの 95.5%に 当た る高齢者 は、表 1

に示 す よ うに地域 に暮 らす。 しか も、 その大半 は、一人暮 らしの高齢者 で ある。一人暮 らしは、
齢 とともに増加す る。 これ は、イ ングラ ン ドや ウェールズで も
性別 では男性 よ り女性 に多 く、カロ
しばしば指摘 され る。ス コ ッ トラ ン ドもその例 に もれない。その一端 は、前出の表 にも示 され る。
これ らの高齢者 は、ス コ ッ トラ ン ドのいかなる地域特性 の もとでサ ー ビス を受 けるであろうか。
あるい は、 どの ような地域 特性 がサ ー ビスの利用 を妨 げるであろうか。他 の利用者集団 にも関説
しなが ら述 べ てみた い。
第 1に 、交通手段 の確保 は、高齢者 に とって殊 の外 に深刻 な問題 で ある。
自家用車 を持たない家族 の比 率 は、イギ リスの平均 32.7%よ りも 10ポ イ ン ト程高 い 42.2%で
ある0(90〜 91年 )。 これ は、中央統計調査局 『家計調査』 で 区分 され る 13地 域 の中で最 も高 い
比率 で ある。 ス コ ッ トラ ン ドに限 って い えば、 自家用車 を持 たない家族 は、高齢者 なかで も一人
暮 らしの高齢者 で と りわ け多 い。 それは、すでに述 べた計 数 の年次 とやや異 なるが、平均 31.0%
に対 して一人暮 らしの高齢者 90.0%で あ る0(94〜 95年 )。 極 立 って多 い と言 わなければな らな
い。 こうした事情 は、公共交通 へ の期待 を高 めず におかない。 しか し、公共交通 は、高齢者 の期
待 とは程遠 い現状 にある。い くつかの事例 を紹介 しよう0。 ス コ ッ トラ ン ドの北部及 び北西部 の高
地地方 で は、バ スの利用 さえむず か しい場合 が少 な くない。運良 く利用 で きた として も、循環 バ
スで あ った り、夕方だ けの走行であ つた りす る。循環 バ スは、乗車 の時間 を不必要な程 に長 くす
る。高齢者 や障害者 に とっては、苦痛 な ことで ある。別の地域 では、公共交通 が比較的整備 され
て い るものの、 自宅 と昼食 クラブ とを往復す る交通手段 はない。多 くのバ スは、座席数 のいかん
にかかわ りな く高齢者 と障害者、特 に車椅子 を使 う人 々 に不都合 な造 りの ままである。健常者 を
想定 した設計 であるだけに、高齢者 と障害者 に負担 で ある。
交通手段 の確保 は、高齢者 に とって生命線 とで も言 うべ き ことが らである。高齢者 が地域 で安
心 して暮 らそ う とすれば、移動 の 自由 を抜 きにす るわ けにいかない。 しか し、 自家用車 を持 つ高
齢者 が際立 って少な く、公共交通 もそのニ ーズ とは裏腹 に不備 な状況 にある ことか ら、移動 の 自
由は、残念 なが ら確保 されて い る とは言 いがた い。
第 2に 、家族 の構成 人員 は予想 に反 して少 ない。 これは、家族 におけるサ ー ビスの担 い手 の少
なさと理解 され る ことか ら、社会的 なサ ー ビスヘ のニーズを高 めず におかない。
一人暮 らしは、世代 を問 わず に多 い。 ス コ ッ トラ ン ドのそれは、イギ リスの平均 (27.3%)よ
りもやや高 い

(28。

ウェス ト地方 とともに、 ロン ドン
9%、 90〜 91年 )。 ノース 。
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表1

スコ ッ トラン ドにおける高齢者 の居住場所等状況(1)

地方自治体 (年 )
アバ デ ィー ン市 (95年 )
アバ デ ィー ン州 (94年 )
ア ンガス州
ア ーガ イ ル州、 ビュー ト州 (93年 )
クラ ックマ ナ ン州 (94年 )
ダ ンフ リー州、 ガ ロ ウ ェイ州
ダ ンデ ィー市 (95年 )
イ ース ト・ エ ア シ ャー州 (93、 951F)
・ ダ ンバ ー トンシ ャー州 (95年 )
イ ース ト
イ ー ス ト・ ロー ジア ン州
イ ース ト・ レン フル ー シ ャー州
エ ジ ンバ ラ市
フ ォール カー ク州
フ ァイ フ州
グ ラス ゴー市
ハ イ ラ ン ド州
イ ンバ ー クライ ド州
ミド・ ロー ジア ン州
マ リ州
ノース・ エ ア シ ャー州 (93、 95年 )
ノー ス・ ラナー クシャー州
バ ース州、 キ ンロス州
レン フ レ シ ャー州
ス コ ッ トラ ン ド・ ボーダー州
サ ウス・ エ ア シ ャー州 (93、 95年 )
サ ウス・ ラナー ク シ ャー州 (95年 )
ス タ ー リング州 (95年 )
ウエ ス ト・ ダ ンバ ー トンシ ャー州
ウエ ス ト・ ロー ジア ン州

(単 位

施設入所者②③

地域在住者0

6.0
6.0

94.0
94.0

4。

9

95。

95.4

2.3
6.9

97.7
93.1

4。

9

ス コ ッ トラ ン ド計 (94年 )

一人暮らしの者 サービス受給者

141

46.0
31.0

16.6

1

4.6

6.6
6.2

:%)

58.0
94.3(5)
40.0(5)

17.5

92.8

94.4(5)

10.4

93.4
93.8

94.7(5)

10.4
8.8
10.0

95。

1

95。

5

11.9
10.0

[資 料]Aberdeen City Council,The Aberdeen City joint commtlnity care plan 1997‑2000,p.7,Aberdeenshire

Council and Grampian Health BOard,Joint colnmunity care plan 1997‑2000,p.8,Argyll and Clyde
Health BOard and Strathclyde Scotland,Joint cOrllmunity care planArgyll and(〕

lyde 1995/96‑1997/98,

p.43 and p.45, Clackmannanshire Council and ScOttish Homes, JOint comnluruty care plan for
Clackmannanshire 1997‑2000,p.54 and p.66,Dundee City Council and rraySide Health,01der people,
Community care plan 1997‑2000,pp.2‑3,Joint conlmlmity care plan team for Ayrshire and Arran,
Ca五 ng into the future,coIIIInunity care plan fOr Ayrshire and Arran 1995‑1998,fact file,Table 5。

5.7‑5.9,East Dunbartonshire Council,Greater Glasgow Health Board and Scottish HOmes,East

2,

Dunbartonshire joint cOmmunity care plan 1997‑2000,consultation draft,p.35,South Lanarkshire,
Lanarkshire Health BOard,Greater Glasgow Health BOard and Scottish Honles,South Lanarkshire
joint corrlmunity care plan,Draft plan 1997‑2000,p.58,p161 and p.65,Stirling Council and Forth

Vllley Health BOard, COI‐ nunity care plan 1997‑2000, ]Draft consultation, p.11, West Lothian
Council,Lothian Health,Scottish Homes and West Lothian NHS Trust,Commmty care plan for
West Lothian 1997‑98,pp.44‑46,The Scottish Office,Scottish abstract of statistics 1995,HMSO,p.
5,p.31 and pp.49‑50よ リイ
乍成。
[注 ](1)高 齢者 とは、男性65歳以上 、女性60歳以上 をさす。 いずれ も年金支給 開始年齢 を超 す人々である。空欄
は不明である。
(2)こ こにい う施設 とは、以下 の もの をさす。 Registered nursing homes,HOmes fOr older people,NHS
continuing care beds and cOntracted continuing care beds.
0)施 設入所者と地域在住者との合計は100.0で ある。このうち後者は、住宅に住む者 とホームレスとに分け

られるが、その内訳は、不明である。
(4)ホ ームヘルプ・サー ビス な どの コミュニ ティー ケア・サー ビスの受給者 をさし、地域在住者 の 内数である。

(5)70歳 以上 の高齢者 による一人暮 らしの者 で ある。
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高 さである。一人暮 らしは、高齢者 だ けを取 る とイギ リスの 13地 方 の中で最 も高 い (15。 9%、 イ
ギ リスの平均 は 14.4%)。 他 方、 4人 以上 か らな る家族 は、同 じ く 13地 方 の 中 で 最 も少 な い
(5。

7%)。 ちなみにイギ リスの平均 は、7.5%で ある。広大 な農地 を有 するス コ ッ トラ ン ドである

だけに、構成人員 の多 い家族 とその高 い比率 について予想 され るか もしれない。農業人 口の多 い
地域 は、多世代家族 によって担われ ると考 えるの も、 さして不 自然 ではない。 しか し、事情 は、
む しろ逆である。若年者 にふ さわ しい就業 の場所 は、近 くに乏 しい。公共交通 の不備 は、 自宅 か
ら職場 へ の通勤 をむずか しくす るとい う事情 もある。若年者 は、生 まれ育 った土地 を止 むな く離
れて都市 に流出す るのである。 これが、一人暮 らしの多 さと多人数家族 の少 なさの引 き金 になる
のである。一人 で暮 らす高齢者 の多 さは、 その結末 で ある。
第 3に 、週 当た りの平均所得 は、イギ リスの中で も低 い。 サ ー ビスの利用者負担 が導入 され、
その額 も引 き上 げ られ る折 であるだ けに、 サ ー ビスヘ の期待 とは裏腹 にその利用 を思 い止 まらせ
がちで ある。
一人の稼 ぎ手 も居 ない家族 (36.2%)は 、 イギ リスの平均 (31.7%)よ り多 いだけでな く、 13
地方 の中でウ ェール ズ (38.7%)に 次 ぐ多 さである0(91年 )。 世帯 主が仕事 を持 つ家族 は、 ス コ ッ
トラ ン ドで半数 を僅 か に超 す

(55。

7%)と はい え、イギ リスの平均 (62.1%)を 下 まわ る。 ス コ ッ

トラ ン ドの水準 は、 13地 方 の中で ウェールズ (54.2%)に 次 ぐ低 さである。他方、世帯 主が仕事
を持 たない家族 は、 ス コ ッ トラ ン ドで半数 に近 い (44.3%)。 これ は、イギ リスの平均 (37.9%)
よりも高 い。 13地 方 の中では、 ウ ェールズ (45.8%)に 次 ぐ高 さである。
ス コ ッ トラ ン ドの週 当た り平均所得 は、イ ギ リスの平均 (350.11ポ ン ド)よ り 12.5%低 い額 で
ある (306.36ポ ン ド、91年 )。 週 175ポ ン ドさえ下 まわる所得の家族 は、 ス コ ッ トラ ン ドで半数
に近 い (48.9%)。 これ は、 イギ リスの平均 (40.6%)よ りも高 い。 13地 方 の 中では、イ ングラ ン
ドの北部地方 (49.3%)に 次 ぐ水準 である。 ちなみにロン ドンは、低所得 や貧困が 自治体行政 の
週 175ポ ン ドを下 まわ る家族 は、それで もス コ ッ
課題 として恒常的 に取 り上 げ られ る地域 である。
トラ ン ドよ り 12.2ポ イ ン ト低 い 36.7%で ある。これ らの計数 を見 る と、ス コ ッ トラ ン ドにお ける
低所得家族 の多 さについて理解 して いただ ける と思 う。
補足手当 (SB)の 受給者比率 は、低所得 の広 が りを示す指標 として広 く用 い られ る。 この比率
は、イ ングラ ン ドや ウ ェールズ よ りも僅 かなが ら高 い。 ス コ ッ トラ ン ドのそれは、イ ングラ ン ド
14.0%、 ウ ェールズ 15.0%に 対 して 16.0%で ある。)(91年 )。 補足手当の受給者 は、 ス コ ッ トラ

ン ドで 1979年 以降 に 目立 って増 える。79年 の人 口比 9.0%に 当たる 45万 1,000人 か ら 91年 の人
口比 16.0%に 当たる 80万 5,000人 へ の推移 である。 10年 少 しの間 に 1.8倍 近 い伸 びを示 した こ
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とになる。雇用 の場 に乏 し く、 自営業者 へ の道 も狭 いだけに、止むな く選び取 られた所得確保 の
方法 で ある。
最後 に、基本的な設備 の整わない住宅 が、 13地 方 の中で も相対的 に多 い。
住宅 は、高齢者 の生 活 の質 を推 し測 る上で、重 要な要素 である。良質 の住宅 は、快適、安全 な
どと同義 で ある。住宅 は、ス コ ッ トラ ン ドで 217万 4,000戸 で ある (92年 )。 持 ち家 の比率 は、
1979〜 92年 にか けて 35.0%か ら 54.0%に 上昇す る③。公営住宅の入居者 は、同 じ期間 に 54.0%か

ら 37.0%へ と低下す る。 これ らの比 率 は、年齢階層別 にやや異 なる。持 ち家 の比 率 は、60歳 以上
の世帯主 で はお よそ 42%で ある0(93年 )。 公営住宅 の入居者 は、同 じ く47.0%で ある。前者 は
平均 よ り低 く、後者 は高 い。 しか し、持 ち家比率 の上 昇 と公営住宅 の入居比 率 の低下 は、歴史的
な推移 で見 る限 り 60歳 以上 の高齢者 について もあてはまる。ス コ ッ トラ ン ドの住宅事情 は、所有
形態 に関す る限 り改善の方向 を辿 ってい るようである。
基本的 な設備 の整 った住宅 は、 どの程度存在す るのであろうか。 イギ リスで住宅 の基本的 な設
備 と言 う時 にしばしばあげられ るのは、 セ ン トラル ヒー ティング と電話 あるい は屋内 の トイ ンな
どで ある。 この うちセ ン トラル ヒー ティ ングのある住宅 に住 む家族 は、 アイル ラ ン ドで相対的 に
少 ない(10(76.5%、 91年 )。 この比 率 は、 13地 方 の うちイ ングラ ン ドの ヨー クシャー・ ハ ンバ ー
サイ ド地方

(70。

8%)、 同 じ くウエ ス ト・ ミッ ドラ ン ド地方 (72.4%)、 同 じくノース 0ウ エ ス ト

地方 (75.5%)に 次 ぐ低 さで ある。 お よそ 4軒 に 1軒 は、 セ ン トラル ヒー テ ィングのない住宅 に
暮 らすので ある。また、
電話 のある住宅 に住 む家族 となると、北 アイル ラン ド地方 (80.4%)、 ウ ェー
ル ズ地方 (83.6%)に 次 いで低 い比率 (83.7%)で ある (91年 )。 お よそ 6軒 に 1軒 は、電話 のな
い住宅 で生活す るので ある。 これ らの事情 は、地域 に暮 らす人々の生活 に重 くの し掛 か る。アイ
ル ラ ン ドの いかに も厳 しい 自然条件 と著 し く低 い人 口密度 とを想 い起 こす時、その感 を強 くす る。
ス コ ッ トラ ン ドのホーム レス と言 えば、やや奇異 に感ず るか もしれない。ホーム レスは、ス コ ッ
トラ ン ドに も存在す る。その推移 は、イギ リスの平均的なそれ よ りも速 い。ホーム ンスは、ス コ ッ
トラ ン ドで 4万 2,500家 族 にのぼる (93年 )。 その伸 びは、83〜 93年 にか けて 157.0%で ある。高
齢者 の O.2%、 実数 にして 1,800人 は、ホーム ンスで ある。16歳 未満 の児童 の 3.2%、 実数 にして

3万 3,000人 は、 ホーム ンス として届 け出された家族 の一 員 で ある。
ス コ ッ トラ ン ドの人々 は、一 人暮 らしの多 さを考 えただ けで もコ ミュニ ティーケアに対 する高
いニ ーズ を潜在 的 にで はあれ持 つ ように思われ る。介護 を担 うはずの家族 はい なかった り少 な
かった りするか らである。 また、あてに出来 る隣人 も近 くに少ないか らである。 しか し、 サー ビ
ス をどれだけ利用 してニ ーズの充足 に向か うか とい えば、公共交通 の不備や所得水準の低 さか ら
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不本意 に もやや消極的 にな らざるを得 ない ことも、充分 に考 えられ る。 ス コ ッ トラ ン ドの経済的
な事情 が、 そうした状況 をつ くり出すのである。
ボランテ ィア団体 は、 ス コ ッ トラ ン ドにも多 い。 その数 は、 ス コ ッ トラ ン ド・ ボランテ ィア団
体評議会

(SCVO)に よると 2万 を超す(1⇒ (96年 )。 団体 の総収入 は、 ス コ ッ トラ ン ドにおける政

府支出 (214億 2,600万 ポ ン ド、約 4兆 2,852億 円)の 9.3%に 当た るおよそ 20億 ポン ド(約 2,000
億 円)で ある。 ボランテ ィア団体 に雇用 されて働 く職員 は、 アイル ラン ドの就業者 (220万 5,000
人 )の 1.8%に 当た るお よそ 4万 人 である。
これ らの 団体 の 中 には、イギ リス各地 に根 を張 る団体、 た とえばエ イジ・ コンサ ー ン (Age

Concern)を はじめク ロス ロー ド

(CrossrOads)、

ヘ ルプ・ ザ・ エ イジ ド (Help the Ard)、

在

宅介護者 のためのプ リンセス・ ロイヤル・ トラス ト (The Princess Royal Trust for Carers)、
在宅介護者全国協会

(CNA)な どの地域組織 も含 まれ る。 ここにあげる団体 の地域組織 は、在宅

介護者 の支援 をその 目的 に掲 げる。 この うち在宅介護者 のためのプ リンセス・ ロイヤル・ トラス
トは、最 も新 しい組織 である。イ ングラ ン ドに 35、 ウ ェールズに 6、 北 アイル ラ ン ドに 2カ 所 の
地域組織 を持 ち、ス コ ッ トラ ン ドには 18の 組織 をエ ジンバ ラ市 やグラス ゴー市 な どに配 して在宅
介護者 の支援 に乗 り出す。 この団体 の地域組織 は、現在 もアイル ラ ン ドの各地 でイ ングラ ン ドや
ウ ェールズ と同 じように結成 され続 けて い る。
ボランテ ィア団体 は、 これ らの地域 組織 の他 にもアイル ラ ン ドだけ、あるい はアイル ラ ン ドの
特定 の州 や市町村 だ けを拠点 に活動す る文字通 り地域的な団体 も多 い。団体 の数 か らすれば、む
しろ こち らの方が多 い ように思われる。 た とえばア ンガス在宅介護者協 会

(ACA)の 編集 による

『ア ンガス在宅介護者手帳』には、200近 い ボランテ ィア団体 が紹介 されてい る。幼。全国団体 の地
域組織 は、この うち僅 か に 10に す ぎない。残 りは、すべ て この地域 で生 まれ この地域 だけで活動
す る団体 である。 この傾向 は、 ス コ ッ トラ ン ドの他 の地域で発行 された 『在宅介護者情報便覧』
で も確 かめ られる。つ。
これ らの地域的な団体 の うち広 くス コ ッ トラ ン ド各地 に根 を張 る団体 について紹介すれば、 ア
・ア クシ ョン・オ ン・デ ィメ ンテ ィア (Alzheimer Scotland Action
ルツハ イマー・ス コ ッ トラ ン ド

on Dementia)を はじめ シェア ド・ ケア・ ス コ ッ トラ ン ド (Shared Care Scotland)、
ラ ン ド在宅介護者連合

ス コッ ト

(CCS)な どがある。 また、 アイル ラ ン ドの一部 を拠点 にす る地域団体 と

して、ハ イラ ン ド州 コ ミュニ テ ィー・ケ ア・フォー ラム

(HCCF)や

護者 フ ォー ラム (SCF)、 ア ンン島在宅介護者 フ ォーラム

ス トラスクライ ド地方在宅介

(ACF)な どをあげる ことがで きる。

まず、 アルツハ イマー・ ス コ ッ トラ ン ド 。アク シ ョン・ オ ン・ ディメ ンテ ィア について紹介 し
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よう。 この団体 の事務所 は、 エ ジンバ ラ市 の繁華街 か ら北西 の方 向 に 5分 程歩 いた所 にある。 ス
コ ッ トラ ン ド各地 に 13の 支部 を設 け、それぞれ に事務所 を構 える。この団体 は、痴果症 の人々 と
その在宅介護者及 び家族 の支援 を大 きな 目的 にする。団体 の手掛 けるサー ビス は、多岐 に亘 る。
(1)痴 果症 に関す る 24時 間開設 の電話相談。これは、情報 の提供 はもとよ り在宅介護者 へ の情緒的

な支援 を 目的 にす る。89年 か らの開設 で ある。通話 は、1年 間 に 2,303回 (95〜 96年 )に のぼる。り。
これ は、前年同期 (94〜 95年 )に 比 べ 52.0%の 伸 びで ある。(2)痴 果症 の高齢者 に対す るディケア
・サ ー ビス。この種 のサ ー ビス は、95年 末 までに 12カ 所 で手掛 けられ て きた。サ ー
及び ホームケア
ビス は、その後 96年 3月 までにあ らたに 9カ 所 で提供 され るとともに、サー ビスの時間 と期間 も
夕方 や週 末 にまで広 げ られ る。(3)在 宅介護者 の教育 と支援 グループ。在宅介護者 むけの教育 が 34
コース、300人 余 りの参加 を得 て実施 され る。参加者 は、前年同期 (94〜 95年 )に 比 べ ると 41.0%
の伸 びである。 また、50を 超す在宅介護者支援 グルー プが組織 され定期的 に会合 を開 きなが ら援
助 に乗 り出 してい る。(4)痴 果症 と介護 に関 す る情報 の提供。『スコ ッ トラ ン ドの痴果症』と題す る
ニ ュー ズ ンター を季刊 で 3,000部 発行 す る他、在宅介護者 むけの リーフレ ッ トやハ ン ドブ ックな
どを数多 く公刊 してい る。 これ らは、 いずれ も好評である。 た とえば『医師 か らの援助 を受 ける
ために』 (Getting help from your Doctor)と 題す る冊子 の改訂版 は、95年 6月 に 5,000部 発行
されてのち、同 じ年 の 12月 までに売 り切れ る とい った状況 である。(5)一 時休息 のための施設 の経
営。 セ ン ト・ ジ ョン休 日の家 (St John h01iday home)と 名 づ けられる施設 は、 エ ジンバ ラ市内
にある。 この施設 は、痴果症 の高齢者 と在宅介護者 に休 日を保障する為の施設である。(6)痴 果症
の高齢者及 び在宅介護者 の権利 の保障 にむけた活動。政府 と地方 自治体 が関係す る予算 を増額す
るように働 き掛 ける ことをはじめ、法令 の改正 の呼 び掛 け、 ヨーロ ッパ連合 (EU)の レベル にお
ける包括的な計画の立案 にむ けた働 き掛 け、権利保 障 を裏 づ ける調査研究 とこれに基 づ く各種 の
政策提言 な どで ある。
この団体 は、総勢 600人 を超 す職員 を擁 して活動 に当たる。 その裏 づ けになる年間 の収入 は、
お よそ 339万 ポ ン ド (約 6億 7,800万 円、95〜 96年 )で あ る。 この額 は、94〜 95年 に比 べ る と

20.0%の 増加 で ある。収入 の主 な源泉 は、 ス コ ッ トラ ン ド庁 や地 方 自治体 な どの公的 な補助金
(36.0%)、 精神疾患関係 の助成金 (38.0%)、 寄付

(16.0%)で ある

(そ

の他 10.0%)。

ス トラスクライ ド地方在宅介護者 フォー ラム は、 その名称 か らも伺 えるようにス トラスクライ
ド地方の在宅介護者 の為 の組織 である。93年 9月 に結成 された比 較的新 しい組織 である。 この団
体 は、在宅介護者支援 グループの発展 と在宅介護者 むけサ ー ビスの拡充 を主な 目的 にす る(10。 団
体 の主な資金 は、 ス トラス クライ ド在宅介護者支援戦略 (90年 10月 )に そって支出 され る地方
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ソーシャル・ ワー ク部 か らの補助金 で ある。
『在宅介護者 の為 のサ ー ビス指針』
事務所 は、グラス ゴー市 の中心街 の近 くにある。この団体 は、
(Code of practice)を 95年 1月 に採択す る。 これは、在宅介護者向 けサー ビス とその拡充 につ

いての考 え方 を示 した ものである。
『指針』は、次 の認識 か ら出発す る。す なわち、在宅介護者 は、
コ ミュニ テ ィー にお ける介護の基盤 で ある。在宅介護者 は、充分 なサー ビス を受 ける ことな しに
その役割 を担 うわ けにいかない。『指針』 は、 こうした認識 を拠 り所 に 17項 目か らなる原則 を定
式化す る。 その全てについて紹介す るわ けにいかないので、主 な項 目だ けを述 べ る と次 の ようで
ある。(1)在 宅介護者 の個人 としてのニーズ を認 め、様 々 な文化的及 び人種的 な土壌 に由来す る在
宅介護者 のニーズ を尊重す る こと。(2)仕 事 を持 つ在宅介護者 の権利 とニーズにふ さわ しいサー ビ
スを提供す る とともに、雇主 の認識 を高 める こ と。(3)在 宅介護者 が、 サ ー ビスの立案 と給付 に影
響 を及 ぼす ことがで きるよう、諮問へ の参加 を発展 させ る こと。(4)す べ ての在宅介護者 が、必要
に応 じて情報 を入手で きるようわか りやす く、有益 な情報 を多様 な伝達手段 と言語 によって提供
す る こと。(51す べ ての在宅介護者 によるサー ビスの均等 な利用 を保証す る こと。 サー ビス は、在
宅介護者 の個 々の状況 に弾力的 に対応す るように給付 されて こそ均等な利用 を促す ことになる。
(6准宅介護者 へ のアセスメ ン トは、そのニーズ を充分 に理解 し、被介護者 との無用なあつれ きを
未然 に防 ぐ為 にも被介護者 のアセスメ ン トとは別 に行われ る こと。(7)サ ー ビスの利用者負担 は、
在宅介護者 のサー ビス利用 を損な う ことの ない よ うに設計 され る こと。(8)在 宅介護者 が、介護 を
担 うか どうか、担 うにして もどの ような介護 をどの程度担 うかについて選択 で きる こと。 また、
在宅介護者 が それ らを文字通 り自発的 に選 び取 る ことがで きるように、必要な条件 を整 える こと。
『指針』 に盛 り込 まれ る原則 は、す ぐれて積極的 である。 3つ の ことを指摘 してお きた い。第

1に 、すべ ての在宅介護者 を念頭 にお くことで ある。在宅介護者 の支援計画 は、 ス コ ッ トラ ン ド
庁 (SO)の 考 えがそ うであるように週 20時 間 を超 す介護時間の人 々だ けを対象 にする。 ス コ ッ ト
ラ ン ドの地 方 自治体 の多 くは、 ス コ ッ トラ ン ド庁の考 えにそって コ ミュニ ティー ケア計画 を策定
す る。『指針』は、す でに見 た ように介護時間 の長 さを尺度 に在宅介護者 を区別 しはしない。在宅
介護者 を主体 にした組織 な らではの積極的 な考 え方である。第 2に 、在宅介護 を担 うか どうかの
選択権 とその為 の条件整備 を盛 り込 む ことで ある。 ここに言 う選択 には、一 時休息 の取得 も含 ま
れ る。 ちなみに『指針』は、一 時休息 の最低基準 として年間 28日 を求める。一 時休息 の最低 日数
は、 ス コ ッ トラ ン ドはもとよ リイ ングラ ン ドや ウ ェールズで もこれ までに定式化 されてい ない。
全 くはじめての試みである。 これ は、在宅介護者 の数多 い組織 の中で も先駆的 で画期的な提起 で
ある。最後 に、少数民族 の在宅介護者 とそのニーズヘ の 日配 りを忘れていない ことで ある。 ス ト
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ラス クライ ド地方の少数民族 は、人 口比 1.6%に 当た る 3万 5,476人 で ある(10。 すべ ての在宅介護
者 によるサー ビスの均等 な利用 を原則 のひ とつ にす る以上 、当然 と言 えば当然の帰結ではある。
しか し、やや もす る と見過 ごされ るだ けに、重要な指摘 である。
ス トラスクライ ド地方在宅介護者 フォー ラム は、『指針』の内容 を実施 に移 す為 に資金 の確保 に
腐心す る。 しか し、資金 の確保 は、 ご多分 にもれず容易 でない。
「 あなた の所 の資金調達 は、うま
くい ってい ますか」。 これは、ボランテ ィア団体 の関係者 の間 で、最 も頻繁 に交わ され る質問 であ
る。ス トラスクライ ド地方在宅介護者 フ ォー ラム も、例外 で はない。地方 自治体 か らの補助金 は、
対前年比少 ない所 で 5%(ノ ース・ ラナークシャー州、 サウス・ ラナー ク シ ャー州 )か ら多 い所
では 89%(ノ ース・ エ ア シャー州 )に 亘 って削減 され る(1つ (96〜 97年 )。 これは、物価 の上 昇 を
考慮す る と対前年比 で平均 13%の 補助金削減 に当たる。 これ は、フ ォーラムの職員 による と在宅
介護者支援 グループの活動 に既 に影響 を及ぼ して い る。
補助 金の削減 は、資金確保 にむけたフ ォー
ラムの努力 にもかかわ らず 97〜 98年 に も続 けられる。

Ⅱ 在宅介護者 と一時休息

ス コ ッ トラ ン ドの在宅介護者 は、 お よそ 61万 4,100人 (94年 )で ある。 これは、中央統計調査
局『国勢調査』90年 版 による在宅介護者 の比 率 (15%)と ス コ ッ トラ ン ドの 16歳 以上人 口 (お よ
そ 409万 4,000人 、94年 )と をもとに算出 した結果 である。在宅介護者 の問題 に詳 しいMOウ ィッ
ク (Malcolm wicks)下 院議員 は、70万 人 とい う推計 の結果 を 95年 に発行 された小冊子 の中で
紹介 してお られ る。0。 推計 の方法 と計数 の年次 は、 そ こに示 されて いない。 しか し、やや過大 な
結果 の よ うに思われ る。
地方 自治体別 の在宅介護者数 は、表 2の 通 りで ある。推計 の方法 と計数 の年次 は、表 の [注 ]
(1)に

述 べ て ある。各地方 自治体 の コ ミュニ テ ィーケ ア計画か ら計数 を転載 させていただ いた もの

で ある。地方 自治体 によっては在宅介護者 の数 をコ ミュニ ティー ケア計画 に示 してい ない所 もあ
る。そうした地 方 自治体 の 16歳 以上人 口について示す資料 が手元 にあれば、独 自の推計 も可能で
ある。 しか し、 それ もかなわない。表中 の計数 は、 こうした 2つ の理 由か ら全ての地 方 自治体 に
ついて示すわ けで はない。 やや空欄 が 目立 つ ものの、 お許 し願 いた い。
在宅介護者 の担 う介護サ ー ビス は、経済的 に評価す るとどの程度 の価値 になるで あろうか。 ま
ず もって問題 になるのは、評価 の方法 で ある。もっ とも簡便 な評価 は、保健及 び ソーシ ャル・ワー
クの分野 に働 く雇用者 と在宅介護者 との人 数比較 で あ る。 この 方法 による と、雇 用者 は 24万
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表

2

ス コ ッ トラ ン ドの地方 自治体別 在 宅介護者 数 (lX幼

(単 位

:人 )

在宅介護者

地方 自治体 (年 )
アバ デ ィー ン市
アバ デ ィー ン州
ア ンガス州
ア ーガ イル 州、 ビュー ト州
クラ ックマ ナ ン州
ダ ンフ リー・ ガ ロ ウ ェイ州
ダ ンデ ィー市
イース ト・ エ ア シ ャー州
イース ト・ ダ ンバ ー トンシ ャー州
イース ト 0ロ ー ジア ン州
イース ト・ レン フルー シ ャー州
エ ジンバ ラ市
フ ォール カー ク州
フ ァイ フ州
グラス ゴー市
ハ イ ラ ン ド州
イ ンバ ー クライ ド州
ミド・ ロー ジア ン州
マ リ州
ノース・ エ ア シ ャー州
ノース・ ラナー ク シ ャー州
バ ース州、 キ ンロス州
レン フ レシ ャー
ス コ ッ トラ ン ド・ ボーダー州
サ ウス・ エ ア シ ャー州
サ ウス・ ラナー ク シ ャー州
ス ター リング州
ウエ ス ト・ ダ ンバ ー トンシ ャー州
ウエ ス ト・ ロー ジア ン州
Jll・

26,913
26,862
51,492
2,300

￨、

18,440
15,661(47,924)(3)

8,000‑13,000
10,540
55,100
16,000

9,500
(47,924)(3)

jJllll

(47,924)③

34,000
9,154
17,100

ス コ ッ トラン ド計 (94年 )

614,116

[資 料]Aberdeen City Council,The Aberdeen City joint commllnity care plan 1997‑2000,p.64,Aberdeen‐

shire Colmcil,Joint cOmmunity care plan 1997‑2000,p.62,Argyll and Clyde Health Board,Argyll
and Clydejoint community care plan 1995/96‑1997/98,p.39,Clakmannanshire Council,Joint corFmu‐
nity care plan for Clackmannanshire 1997‑2000,p.37,Dundee City Council, People who care for
others,cOmmunity care plan 1997‑2000,p.3,East Ayrshire Council,Corrlmunity care plan 1997/98,p.
25,Ayrshire and Arran Joint Planning Forum,Ca五 ng into the future,conllnunity care plan for
Ayrshire and Arran 1995‑1998,p.19,East Ayrshire Council and als,Ayrshire and Arran carers action
plan,April 1997,p.7,East Dunbartonshire Colmcil and als,East Dunbartonshire joint community
care plan 1997‑2000,Consultation draft,June 1997,p.61,1√
idlothian Council,Midlothian corlmunity
care plan 1997‑2000,p.51,South Lanarkshire Council,South Lanarkshire joint coFrmunity care plan
Draft plan 1997‑2000,May 1997,p.54,Stirling Council and al,Cornlnunity care plan 1997‑2000,Draft
for consultation,p.9,West Lothian Council,Comnunity care plan for West Lothian 1997‑98,p.37

より作成。

[注 ]に

)い ずれの計数 も中央統計調査局『国勢調査』90年 版の在宅介護者比率 と各地方自治体 の16歳 以上人 口を

もとに算出 されている。後者 の16歳 以上人口は、1990年 、91年 あるいは92年 の計数が とられるなど地方自
治体 によって区々である。尚、空欄 は不明である。
(2)地 方自治体別の数 とス コッ トラン ド計 とは、一致 しない。
(3)イ ース ト・ エアシャー州 を含む 3州 の合計である。
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6,100人 (10(93年 )で あるか ら、在宅介護者 61万 4,100人 は、前者 のお よそ 2.5倍 のサ ー ビス を
担 うことになる。 しか し、 この方法 は、 いかに も粗 い。在宅介護者 が いかに多 くい るか をご く印
象的 に示す上では効果的 で あるものの、その経済的 な価値 の算定 となると少 な くない問題 を含む。
問題 の一 つ は、労働時間 の長 さのちが いで ある。在宅介護者 の介護 に費 やす時間 は、区々で ある。
週 に数時間か ら 100時 間 さえも超 す場合 まで、実 に幅広 い分布 で ある。保健及 びソー シャル・ワー
クの分野 に働 く雇用者 が すべ てフルタイムの地位 にあるわけでは もとよりない。他 のサ ー ビス業
と同 じようにかな りのパ ー トタイム を抱 える。 しか し、在宅介護者 に比 べ る と、 やや 印象的 にな
るもののフル タイムで働 く雇用者 が多 い。経済的 な価値 は、労働時間 のちが い を無視 して評価す
るわ けにいかない。 い まひ とつ の問題 は、仕事 の内容 あるい は職種 のちが いで ある。在宅介護者
は、 その名 の通 り介護 に携わ る。他方、保健及 びソー シャル・ ワー クの分野 に働 く人 々 は、医師
あ り各種 の検 査技師あ りで ある。 これ を不 間 にす るのでは、 い ささか粗 い作業 とい う他 にない。
最後 に、時間当た りの賃金 は、仕事 の内容 や職種 によってかな り異 なる。経済的 な価値 の算定 と
比較 は、 これ も無視 す るわ けにいかない。
必要な作業 は 2つ ある。在宅介護者 の介護時間 を算定 す ること、 さらに、在宅介護者 の仕事 の
内容 にそ う時間賃金 を特定す る こと、 これ らである。
結果 は、表 3の 通 りである。表 には、 ス コ ッ トラ ン ドで高齢者 を看 る在宅介護者 に絞 って、介

表 3 スコッ トラン ドの在宅介護者 による介護労働の貨幣価値 (1988年 )
介 護 時 間
＼
卜
護
字間 の 分 布

週平均 (A)

2時 間以下

年間 (B)

在宅介護者袈 D 時間当り単価
D)
(人 、 C)
(ポ ン ド、

年間 の価格
ポンド
(100万
、E=B× C× D)

1.4

72.5

92,950

4.0

27.1

3‑4時 間
5‑9時 間

4.0

208

78,950

4.0

65。

7.5

390

90,500

4.0

141.2

10‑19時 間
20‑29時 間
30‑49時 間
50‑99時 間

15.0

780

76。

750

4.0

239。

25.0

1,300

23,950

4.0

124.5

40.0

2,080

11,300

4.0

40,800

}4.0

100時 間以上
計
[i資

料 ]]David

}

75.0

}

3,900

}

415,300

7
5

94.0(2)

}

636.5
1,328.5(2)

S Gordon and Sheena C Donald,Infomal care and older people in Scotland,Age

Concern Scotland,July 1991,pp.9‑10よ リイ
乍成。
[注 ](1)在 宅介護者の数 は、中央統計調査局 『国勢調査』85年 版 をもとにする推計値 である。
(2)上 の資料 ではそれぞれ119.9百 万 ポン ド、1,354.3百 万 ポン ドと表示 されてい る。しか し、計算
式 にそって独 自に算出す ると表の通 りである。
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護時間 の平均 と介護時間別 の在宅介護者数 とを示 してある。 さらに、在宅介護者 の時間当た り単
価 を地 方 自治体 に雇 われた ホームヘ ルパ ーの時間賃金 に同 じと考 えて示 してある。在宅介護者 の
労働 は、 これ らの計数 を基 に算定 す ると、表 に見 るように年間 13億 2,850万 ポ ン ド(約 2,657億
円)の 金額 に値す る。他方、高齢者向 けの保健 サ ー ビス をはじめ同 じくナーシング・ ホーム と居
住介護施設 に投 ぜ られた経費 は、概算 で年間 11億 500万 ポ ン ド (約 2,300億 円)で ある。の。 これ
らの結果 を もとに次の よ うに言 うことがで きる。す なわち、 ス コ ッ トラ ン ドの在宅介護者 は、高
齢者 の為 に公的 に支出 された分 をやや上 まわ る額 の労働 を無償 で担 う とい う こ と、 これである。
これは、次 のように言 い換 える こともで きる。 ス コ ッ トラン ド庁 と地方 自治体 は、在宅介護者
の無償 の労働 をあてにしえない場合 には、高齢者 むけの保健・ 介護関係経費 の少 な くとも倍化 を
覚悟 しなければな らない とい うこと、 これである。
在宅介護者 の数 と介護 に費 や され る無償 の時間 は、今後 さらに増加 ない し延長 され るように想
定 され る。 この予想 は、 2つ の流れ を考 えての ことで あ る。 まず、高齢化 の進展 である。60歳 以
上 なかんず く 75歳 以上の高齢者 は、 ス コ ッ トラ ン ド庁 の推計 によると 1991〜 2021年 にか けて増
加す る。1ゝ 介護 を必要 にす る人 々の増加 で ある。在宅介護者 の存在 をあてにしなければな らない。
さらに、高齢者 や知識障害 を持 つ人 々が長期 に滞在 して きた病院 のベ ッ ド数 は、縮少 され、 そ こ
に滞在す る期間 も短縮 され る傾向 にある。の。これ は、ス コ ッ トラ ン ド庁 の政策 にそ う結果 である。
病院 は、人 々の生活 の場 として最良 とはい えない とい うのが政府 の考 え方である。高齢者や知識
障害 を持 つ人 々 は、 か くしてナー シングホームや 自宅 に移 る ことになる。病院 に入 院す る高齢者
が減 る一 方 で、 ナー シングホームや居住介護施設、 とりわ け民間施設 に入居す る高齢者 は、増 え
てい る。被介護者 が 自宅 で暮 らす場 合 には、在宅介護者 をあてにせ ざるを得ない。
ス コ ッ トラ ン ドの地 方 自治体 は、在宅介護者 の支援 をコ ミュニ ティーケア計画 の中 に謳 い、 さ
らに 『在宅介護者戦略』 を策定 して多様 な支援 に乗 り出 して い る。 この うち、『在宅介護者戦略』
は、1995年 を前後す る時期 に策定 され はじめる。 これは、支援 の拠 り所 となる原則 を述 べ、具体
的 な施策 とサー ビスの供給主体及 び財源 な どについて示 した ものである。あ る地 方 の 『在宅介護
者戦略』 の中か らその原則 につ いて紹介すれ ば、次 の ような内容 で ある。め。
(1承認。在宅介護者 の介護 に果 たす役割 を認 め介護者 自身 の権利 について承認す る こと。(2)選
択。在宅介護者 の個 々の状況 にふ さわ しいサー ビス を選び取 る とともに、介護 を担 い続 けるか ど
うかについて選択 で きる こと。(3)公 平。在宅介護者 は、性 や年齢、人種、性的 な態度及 び障害 の
いかんにかかわ りな く等 し くサ ー ビス を受 ける こと。(4)諮 問。 サー ビスの立 案過程 に参加す る こ
と。G)情報。すべ ての職員 は、在宅介護者 に情報 を提供す る責任 を負 うこと。(6)実 際的 な援助。
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在宅介護者 は必要 なサ ー ビス を必要 とす る時 に受 ける こと。(7)介 護 の経済負担 の最小化。公的 な
手当 についての情報 の提供 と助言 とを促す こと。利用者負担 を最小 にする こ と。仕事 を持 つ在宅
介護者 むけの政策 を立 案 し発展 させ る こと。(8)調 整 されたサ ー ビス。諸機関が効果的 に連携 して
サー ビス を提供す る こと。退院 の決定 か ら実施 に至 るすべ ての過程 に在宅介護者 の参加 を得 る こ
と。
在宅介護者 の一 時休息(2の は、上 に紹介 の第 6項 (実 際的な援助 )の ひ とつで ある。
この一 時休息 は、当初在宅介護者 で はな く被介護者 を念頭 にお いて定義 され、供給 されて きた。
精神障害者 の為 の全国発達 グループ (NDGMH)に よる 77年 の定義 は、 その一例 で ある。一 時休
息 は、F障 害者 が、比 較的短 い間 に以前 の場所 に戻 るとい う了解 の もとに居住施設 に入 る ことをさ
す。この期間 は、数 日か ら 1〜 2カ 月 に亘 るな ど色 々で ある。助」。しか し、一 時休息 は、80年 代中
葉 になると在宅介護者 と被介護者 の双方 を念頭 にお いて定義 され る。ブ リス トル大学 (University
of Bristol)の

COE・

ロビンソン (Carol Eo Robinson)教 授 が、84年 に与 えた定義 は、 その一

「一時休息 と緊急 の介護サ ー ビスは、自宅 で障害児 を看 る家族 に手 を差 しのべ る。援助
例 で ある。
の期間 は、 ほんの数時間 か ら数週間 の長 きに亘 るもの まで様 々 である。 その場 所 も、他 の家族 の
住宅、居住施設 あるい は障害 を持 つ児童 の 自宅 とこれ も色 々で ある。一定 の期間 の一 時休息 と緊
急時 の 介護 サ ー ビス は… 児童 自身 を含 む家 族 全 員 に とって生 活 の 質 の 改善 に効 果 を発 揮 す
る。0」 。 さらに、最近 では、主 として在宅介護者 を念頭 にお く定義 もなされ る。サウス・ラナーク
シャー州 の コ ミュニ テ ィー ケア計画 (1997〜 2000年 )に おける定義 は、 その例 である。「一 時休息
の主 な 目的 は、在宅介護者 や家族 に息抜 きの機会 を与 える こ とで、 ソー シャル ケア・ サ ー ビスの
ひ とつであるの 」。この定義 は、在宅介護者 を主 に意識す る ことの他、被介護者 を障害児 に狭 く限
定 しない ことで もか つ ての定義 と異 なる。 もとよ り、 この定義 は、 サウス・ ラナー ク シ ャー州 だ
けのそれではない。 ス コ ッ トラ ン ドは もとよ リイ ングラ ン ドやウ ェールズの地方 自治体 で も、同
種 の定義 を採用 し、政策 の拠 り所 にす るC28ゝ
しか し、筆者 は、 この定義 に与す るわ けにいかない。 そのわ けは、 こうである。一時休息 は、
緊張 を強 い られ る在宅介護者 に とって有益である。その効用 を否 定す るつ もりは、さらさらない。
しか し、一 時休息 が専 ら在宅介護者 のニ ーズだ け、あるい はそのニ ーズに力点 を置 いて設計 され
たのでは、 め ぐりめ ぐって在宅介護者 に とって も効用 を半減 させかねない。痴果症患者 を例 にす
ればよい。痴果症患者 は、 ナーシングホームヘ の一 時的 な入所 を半 ば強制 されたのでは、 自宅 に
戻 った時 その症状 を悪化 させ る ことになろう。 これで は、一 時休息 の期間 は ともか く、在宅介護
者 の負担 をさらに重 くす るばか りである。一 時休息 は、 このように考 えると被介護者 と在宅介護
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者 の双方のニ ーズ を考慮 して設計 されなければな らない。 その定義 は、 そうした 内容 を適格 に表
現 した ものでなければなるまい。筆者 は、 こうした考 えか らCOE・ ロビン ソン教授 の定義 を受
け入れた い。
一 時休息 の為 のサー ビス形態 は、種 々で ある。大別すれば 2つ の形態 をあげる ことがで きる。
その一つ は、被介護者 が 自宅 か ら離 れた場所 に移動 してそ こでサー ビス を受 け、 これ によって在
宅介護者 の一 時休息 を確保す る ことで ある。 自宅以外 の場所 となると居住介護施設、病院 それに
家族 向 きの住宅 (family based)で ある。被介護者 は、 これ らの場所 に移動 して介護サ ー ビス を
受 ける。 3つ の うち最後 の形態 は、 サ マセ ッ ト州 (人 口 46万 368人 、91年 )で 1974年 にはじめ
て試 み られ(2o、 好評 を博 してのち、80年 代 にイギ リス各地 に広 まった ものである。ス コ ッ トラ ン
ドヘ の導入 は、後 に述 べ るようにイ ングラ ン ド各地 よりやや遅 い。 い まひ とつは、被介護者 の 自
宅で行われ る。在宅介護者 は、代わ りに派遣 された無給 あるい は有給 の介護者 の援助 を得 て、一
時休息 の機会 を保障 され る。ベ ビー シ ッター な らぬエル ダー シ ッター な どの派遣 が これ に当たる。
一 時休息 について どのよ うなニ ーズ を持 つで あ
ス コ ッ トラ ン ドの 60万 人 を超す在宅介護者 は、
ろうか。一 時休息 サー ビスの現状 を知 る為 に も、 まず は、在宅介護者 のニーズ について、 ス コ ッ
トラ ン ド各地 で手 が けられた在宅介護者調査 を基 に検討 してみよう。

(1)ボ ー ダー地方 自主 コ ミュニテ ィーケア・ フ ォー ラム『ポー ダー地方 の一 時休息(3o』
この地方は、 ス コ ッ トラ ン ドの首都 エ ジンバ ラ市 の あるロー ジアン州 の南 にある。人 口は、 お
よそ 10万 4,000人 である (91年 )。 在宅介護者 は、在宅介護者全国協会 の推計 によるとお よそ 1
万 1,000人 である。調査 は、93年 9月 に実施 され る。調査票 は、75の 公的機関や団体 を通 して配
布 され、1,200通 の調査票 が在宅介護者 の手元 に届 けられた と推定 され る。この うち 236通 の調査
票 が返送 され る。
在宅介護者 の性別構成 は、男性 52人 (22.0%)、 女性 184人 (78.0%)で ある。男性 は、全国
の平均 よ り少ない。年齢階層別 には、60歳 未満 が半数 を超す (123人 、52.1%)。 年齢階層別構成
を性別 に見 る と、男性 の高齢化 が著 しい。60歳 以上の高齢者 は、男性 (34人 、65。 3%)に 対 して
女性 (79人 、42.9%)と い う状況 で ある。在宅介護者 の被介護者 との同居率 は、著 しく高 い (191
人、80.9%)。 これ も、全 国的 な動向 とはやや異 なる。在宅介護者 の 3人 中 1人 強 は、11年 以上 に
亘 って介護 に携わ る (35人 、35.1%)。 殆 ん どの在宅介護者 は、週 の うち 7日 とも介護 に携 わ る (219
人、92.8%)。 介護 を毎 日担 う者 の 3人 に 2人 以上 は、日当た り 10時 間 を超す介護作業 である (147
人、67.1%)。

4人 に 1人 近 くの在宅介護者 は、介護 の為 に毎晩起 きなけれ ばな らない (51人 、
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23.7%)。 半数 をやや下 まわ る在宅介護者 は、支援 グループに既 に入 っているか、あ るい は今後加

入 した い と考 えて い る (88人 、44.4%)。
この調査 は、一 時休息 サ ー ビス について次 のように定義す る。 すなわちそれは、 自宅 で あろう
と他 のデ ィセ ンターやナーシングホーム な どの施設 であろうと、在宅介護者 に休息 の機会 を与 え
る為 のなん らかのサ ー ビスである。在宅介護者 に力点 をお く定義 で ある。調査 は、 その上で、定
期的な息抜 き (regular relief)と 短 い体止 (short breaks)の 二つ の種類 につ いて間 うて い る。
結果 は、表 4及 び表 5の 通 りである。サ ー ビス を「取得 した い とは思わない」 と答 えた在宅介護
者 は、定期的な息抜 きで平均 2人 に 1人 以下 (64人 、46.0%)、 短 い休止 では同 じ く4人 に 1人 強
(39人 、28.5%)に す ぎない。他 の在宅介護者 は、現在 のサー ビス に満足す る場合 やサ ー ビス を
全 く利用 で きてい ない場合 も含 めて、 はっき りとしたニ ーズ を持 つ。 この うち定期的な息抜 きに

表 4 ポーダー地方における在宅介護者の一時休息ニーズ 1)一 定期的な息抜 き―

(単 位 :人 、%)

現在取得 中、 現 在 取 得 中、 取 得 した い が 取 得 し た い
充 分 で あ る もっと取得したい 取得できていない とは思わない

計

1.デ イセンター
１
０
︲

７
２

３
・

７
４

２

５

０
５

０
８

７

５

６
．

５
６

６
・

６
・

８
２

７
６

６

６

２
５

６
６

日 中 (A)
夕 方 (B)
週 末 (C)
2.自
宅
日 中 (D)

４
８

５

５

６
２

４
．

５

９
４

４
３

末 (E)
夜通 し (F)
3.自 宅への訪間 と助言・援助
週

127
130
120
129

4.平
均
1.デ イセ ンター
(A)
(B)
(C)

14.4

6.9

25.0

100.0

1.5

3.6

36.5

58.4

100.0

1

3.6

44.2

47.1

100.0

12.6

12.6

22.0

52.8

100.0

4.6

4.6

40.0

50.8

100.0

4.2

4.2

21.7

70.0

100.0

5。

Ｄ Ｅ Ｆ

3.自 宅 へ の訪間 と助言・援助
4.平
均
[資 料]Borders

53.7

100.0
19.4

27.3

46.0

100.0

v01untary Community Care Foruln,Respite care in Borders reglon,as― ey of carers,

BVCC,p.13よ り作成。
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表

5

ボー ダー地方 における在宅介護者 の一 時休息 ニ ーズ(21‑短 い休止 一

(単 位

現在取得中、 現 在 取 得 中、 取得 した い が 取 得 し た い
充 分 で あ る もっと取得したい 取得できていない とは思 わ な い

:人 、%)
計

1.時 々の休息
(A)
2.定 期的な休息
(B)
3.予 め計画 された休 日(C)
平均

Ａ Ｂ Ｃ

1.

2.
3.

(D)

(D)
[資 料]表

25:9

17.0

4

21.8

100.0

21.4

10。

3

29.4

38.9

100.0

29.2

15.3

28.5

27.0

100.0

25.5

14.6

28.5

100.0

35。

4に 同 じ、p.14よ り作成。

ついて言 えば、
週末 にお けるサ ー ビスの提供 とこれ による一 時休息 のニ ーズの高 さに注 目 した い。
平 日の 日中 にお けるサ ー ビスの提供 とこれによる一 時休息 の享受 は、前出の表 4か ら伺 えるよう
に進 んで い る。 しか し、週末 の利用 になると、平 日の夕方 におけるサー ビスの享受 とな らんで芳
ばし くない。少 な くない在宅介護者 は、平 日の 日中にお ける一 時休息 の 旨味 を知 るだけに、週末
や平 日の夕方 について もサー ビスの提供 を望 むのである。

(2)大 グラスゴー保健局他『グ ラスゴーにお ける在宅介護者 の保健 ニーズ調査 (3つ 』
この地 方 は、 ス コ ッ トラ ン ド第 2の 都市 グラス ゴー市 を中心 に広 が る。在宅介護者 は、大 グラ
ス ゴー保健局 の推計 によるとお よそ 14万 人 (90年 )で ある。調査 は、94年 2〜 9月 に実施 され
る。調査票 は、ス トラス クライ ド地方在宅介護者 フ ォー ラムを通 して 138の 在宅介護者援助 グルー
プ と 258人 の個人 に配付 され る。 つ ご う 283通 の調査票 が 回収 され、 この うちの 260通 が分析 の
対象 にされ る。260通 の回収経路 の内訳 は、在宅介護者援助 グループ 170通 、個人 90通 である。
在宅介護者 の性別構成 は、男性 52人 (20.0%)、 女性 208人 (80.0%)で ある。 さきのボー ダー
地方 の調査 と同 じ く女性 に傾斜す る結果 で ある。年齢階層別 には、45〜 64歳 層 が半数 をやや上 ま
わ る (135人 、51.9%)。 在宅介護者 と被介護者 との同居率 は、さきの調査 と同 じ く著 し く高 い (208
人、80.0%)。 これ も、全国の平均 よ りも目立 って高 い。 4人 に 1人 強 の在宅介護者 は、15年 以上
の長 きに亘 って介護 に携わ る (68人 、26.1%)。 介護作業 を週 20時 間以上担 う在宅介護者 は、 4
人中 3人 を超 す (201人 、77.9%)。 同 じ く 100時 間以上 の在宅介護者 は、2人 に 1人 強 で ある (133
人、51.6%)。 週 100時 間 を超す在宅介護者 は、性別 には女性 (105人 、51.0%)よ りも男性 (28
人、53.8%)で 僅 か に多 い。介護時間 は、著 し く長 い。週 当た りの介護時間 は、全国 レベル の調
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査 による と同居率 の高 い在宅介護者 で長 い。この地域 における介護時間 の長 さは、同居率 の 目立 っ
た高 さを一 因 にす るように考 えられ る。半数以上 の在宅介護者 は、自 らも長年 に亘 って疾病 を患 っ
て い る (156人 、60.0%)。

この比 率 は、大 グラス ゴー保健 局 の 管 轄域 内 に住 む全人 口の 平 均

(15.0%)の ち ょうど 4倍 で ある。 3人 中 2人 近 くの在宅介護者 は、薬 を服用 して い る (169人 、
65.0%)。 多 くの在宅介護者 は、介護 に伴 う問題 としてス トンス をあげる (177人 、70.2%)。 情緒

的 な不安や体力の消耗 をあげる在宅介護者 も少 な くない (順 に 172人 、68.3%、 112人 、44.4%)。

4人 に 1人 弱 の在宅介護者 は、定期的 に小休止 を取 って体 を休 める ことさえも出来 ない (59人 、
22.9%)。 この比率 は、男女 ともにほぼ同 じである。他 の在宅介護者 は、小休 止 を定期的 に取得 で

きるものの、イヽ
休 止 を毎 日取れ る者 になる と、表 6の ように 6人 に 1人 さえも下 まわ る。ガヽ
休止
の取得 やその頻度 と在宅介護者 の健康状況 とは、一 定 の相関 を示す。小休止 を頻 繁 に取 れ る在宅

表6

大グラスゴー における在宅介護者 の定期的な小休止 の取得状況 と頻度
男性

(単 位

女性

:人 、%)

計

1.小 休 止 を取 れ る

a.1日 に 1回
(A)
b.2〜 3日 に 1回 (B)
C.4〜 5日 に 1回 (C)
d.週 に 1回
(D)
e.2週 に 1回
(E)

f.以 上 よ り少 な い頻 度 (F)
2.小 休止 を取 れ ない
(G)
3。

無

4.

回

答

計

(H)
(I)

258(1)

1.

(A)
(B)
C。
(C)
d.
(D)
e。
(E)
f.
(F)
2.
(G)
3.
(H)
a。

26.9

15.0

17.4

b。

15.4

21.8

20.5

8

6.3

6.2

15.4

13.6

14.0

1.9

2.9

2.7

8

9.2

8.5

23.1

22.8

22.9

5.8

8.3

7.8

100.0

100.0

100.0

5。

5。

[資 料]Greater Glasgow Health Board and Strathclyde Carers Forum,A Health needs assesslnent of carers

in Glasgow,Greater Glasgow Health Board and Strathdyde Carers Fortm,1995,p.24よ
[注 ]に )260人 の うち 2人 につ いて性別不明 の為、258人 とした。
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介護者 の健康 は、概 して良い。 これ とは逆 に、小休止を取れない在宅介護者 のそれは、概 して悪
い

。

定期的 な小休止 は、被介護者 の状態 もさる ことなが ら家族内外 の支援 に大 き く左右 され る。小
休 止 を支 える条件 は、比率 の高 い順 に親戚 や友人 (69人 、26.7%)、 一 時休息 の為 のサ ー ビス (64
人、24.8%)、 デ ィセ ンター (29人 、11.2%)、 ホームヘルプ (14人 、5.4%)、 配偶者 (9人 、3.5%)
な どで ある(32)。
半数 を僅 かに上 まわ る在宅介護者 は、 よ り多 くの支援 を求める (132人 、50.7%)。 この うち 8
人中 1人 強 は、一 時休息 のサ ー ビス を求める(34人 、13.1%)。 この種 のサ ー ビス を既 に受 けて い
る在宅介護者 (64人 、24.6%)と あわせ る と、98人 、37.7%に なる。 この人々が一時休息 のニ ー
ズを持 つ在宅介護者 で ある。

(3)シ ェア ド・ ケ ア・ スコ ッ トラン ド『一 時休息の ニーズに関す る調査(30』
この調査 は、ス コ ッ トラ ン ド南部 の地域 を異 にする 2つ の調査 か らなる。一つ は、ダ ンフ リー・
ガ ロウ ェイ州のア ンナ ングル・エ ス クダル市 (人 口 3万 7,087人 、91年 )、 い まひ とつ は、ボーダー
地方の ロ クスバ ラ市 (人 口 3万 5,346人 )を 対象 にす る調 査である。 2つ の調査 は、 いずれ も 94
年 3〜 6月 に実施 され る。順 に紹介 しよう。
前者 は、特別 のニーズ を持 つ児童 の在宅介護者 を対象 にす る。特別 のニーズ とは、 ダウ ン症候
群、 自閉症、脳性小児 まひ、視覚障害 (blindness)、 聴覚障害 (deafness)な どに伴 うニ ーズ をさ
す。 この種 のニーズ を持 つ児童 は、市内 にお よそ 100人 い る と推測 され る。調査 は、 この うち 34
人 の児童 を介護す る 39人 の在宅介護者 について行 われ る。ちなみに 34人 の児童 は、 2人 を除 い
て学校 や保育園 に通 う。
半数 に近 い在宅介護者 は、障害児 の殆 どの生活場面 に援助 の手 を差 しのべ る (18人 、46.2%)。
この中 には、24時 間 に亘 って介護 を手掛 ける人 々 も含 まれ る (9人 、23.0%)。 3人 中 2人 近 くの
在宅介護者 は、在宅介護者全国協会 な どの援助 グループに既 に入 って い るか、あ るい は近 く入 る
心積 りで ある(25人 、64。 1%)。 4人 に 1人 強 の在宅介護者 は、サ ー ビス を受 けて一 時休息 の機会
を設 けた い と望 んで い る。
い まひ とつの調査 は、高齢者 を看 る在宅介護者 を対象 にす る。
調査員 は、60人 と接触 し、この うち 45人 の在宅介護者 か ら回答 を得 る。性別 の内訳 は、男性 (16
人、35.6%)、 女性 (29人 、64.4%)の ように女性 が多 い。 しか し、男性 の比 率 は、 さきの 2つ の
調査 に比 べ ると上昇 して い る。全国 の平均 にやや近 い構成 で ある。在宅介護者 の高齢化 は、顕著
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で ある。60歳 以上の在宅介護者 を主力 にす る (38人 、84.4%)。 70〜 89歳 層 は、半数 を超す (25
人、55.6%)。 全国の平均 に比 べ る と、高 い高齢化率 で ある。高齢 の被介護者 を高齢者 が看 る姿 を
思 い起 こす。介護期間別 の構成 は、 2〜 5年 の在宅介護者 が最 も多 い (18人 、40.0%)。 これ に 1
年以下 (7人 、 15.6%)を 加 える と、半数 を超 す。 11年 以上の長 きに亘 る者 は、 これ に比 べ ると
少ない とは言 えそれで も 4人 中 1人 に近 い (11人 、24.4%、 他 に 6〜 10年 9人 、20.0%)。 殆 ど
の在宅介護者 は、週 の うち丸 々 7日 とも介護 に携わ る (37人 、82.2%)。 週当た り介護時間 の長 さ
を推測 させ る。夜間 の睡 眠 を中断 され る在宅介護者 は、「毎晩中断 される」場合 (16人 、 35.6%)
を含 めて実 に多 い (33人 、73.3%)。 健康障害 を訴 える在宅介護者 も少な くない (27人 、60.0%)。
睡眠の中断 と無関係 で あるまい。健康障害 を訴 える者 の殆 どは、60歳 を超す在宅介護者 で ある。
一 時休息 の機会 は、 3人 に 1人 強 の在宅介護者 によって享受 され る(17人 、37.8%)。 サー ビス
は、 デイセ ンター、病院、居住介護施設 な ど様 々 な施設 によって担われ る。 しか し、被介護者 の
自宅 を利用 した一 時休息 は、 ない。 この種 のサ ー ビス を望 む在宅介護者 は、少 な くない (19人 、
42.2%)。 また、デイセ ンター も平 日の 日中 に被介護者 を預か って在宅介護者 に一 時休息の機会 を

保障す るものの、平 日の夕方や週 末 あるい は休 日になるとサ ー ビス を用意 して い ない。 これ らの
時間帯 や曜 日な どのサー ビス を望 む人々 は、平 日の夕方 (3人 、6.7%)、 週末 (2人 、4.4%)、
休 日 (10人 、22.2%)と い う分布 で ある。休 日のサ ー ビス に対 す るニーズの高 さが注 目され る。
さらに半数 を上 まわ る在宅介護者 は、一 時休息 の利用者負担 について「支払 う用意がある」 と答
える (26人 、57.8%)。

これ とは反対 に、「支払 う用意 はない」 と答 える人々 は、支払 うと意思表

示 した人々のち ょう ど半分 で ある (13人 、28.9%、 他 に「 なん とも言 えない」 6人 、 13.3%)。

141 プ リンセス・ ロイヤル・ トラス ト・ グラスゴー・ イース トエ ン ド地区在宅介護者 セ ンター
『在宅介護者調査(3o』
グラス ゴー市 のイース トエ ン ドの人 口 (成 人 )は 、 3万 2,452人 (91年 )で ある。調 査 は、 こ
の中か ら 6,348人 を最初 のサ ンプル として抽 出 しホーム レスの為 の寄宿寮 に住 む人 口な どを除 い
た後、有効 サ ンプル として 4,303人 を最終的 に確定す る。在宅介護者 は、調査員 によると調査 の
行われた 94年 11月 〜 95年 1月 の時点 で 401人 である。 これ は、有効 サ ンプル数 の 9.3%に 当た
る。中央統計調査局『国勢調査』85年 版 に示 され る在宅介護者 の比 率 14%は もとより、同 じく 90
年版 の 15%よ りもかな り低 い。 これ は、調査員 が週当た り介護時間 の短 い人 々 を無視 した結果 で
あるように思われ る。調査 に協力 した在宅介護者 は、401人 の うち 332人 で ある。他 の 69人 は、
在宅介護者 で ある ことが確認 された ものの、調査票 の質問 には答 えていない。
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在宅介護者 の性別 は、男性 (137人 、41.3%)、 女性 (195人 、58.7%)の 内訳 である。全国平
均 に近 い性別構成 である。女性 へ の極端 なまでの傾斜 は、 ここでは見 られない。少 な くない夫 が
妻 の介護 を担 うか らである。半数近 い在宅介護者 は、55歳 を超 す (164人 、49。 4%)。 この中 には、

65歳 以上 も含 まれ る (83人 、25.0%)。 仕事 を持 つ在宅介護者 は、 5人 に 1人 程 である (69人 、
20.8%)。 これ は、全国 の平均 よ りもかな り低 い。10年 以上 に亘 って介護 を担 う人 々は、 4人 に 1

人強 である (96人 、28.9%)。 週 20時 間以上の介護作業 を手掛 ける人 々 は、70%を 超す (241人 、
72.6%)。 その主力 は、週 30時 間以上 の在宅介護者 である (208人 、62.7%)。

しか し、介護時間

別 の構成 は、実際 よ りもやや長 めの結果 である。 それ とい うの も週 当た り介護時間 の ご く短 い在
宅介護者 は、前 に少 し触 れた ように調査か ら除外 された可能性 が強 いか らである。半数 を超 す在
宅介護者 (191人 、57.5%)は 、心労 など介護 の負担 について訴 える。 この比率 は、精神障害者 や
痴果症 の高齢者 を看 る在宅介護者 に 目立 って高 い (44人 中 36人 、81.8%)。
小休止 の取得状況 と頻度及 び長 さは、表 7の 通 りである。 4人 中 3人 強 の在宅介護者 は、 これ
を取得す る。半数 を僅 か に上 まわ る人 々 は、一 日に一 回の頻度 である。小休 止の長 さで言 えば、

表7

グラスゴー市イース トエン ドにおける在宅介護者 の小休止 の取得状況 と頻度及 び長 さ
実数 (人 )

1.小 休 止 を取 れ る
a。

1日 に 1回

b.2〜 3日 に 1回
C.4〜 5日 に 1回
d.週 に 1回
e.2週 に 1回
f.以 上 よ り少 ない頻 度

比率(⇒ (%)

258

77.7

(134)

(51.9)

( 60)

(23.3)

(9)

(3.5)

( 28)

(10。 9)

(3)

(1.2)
(9.3)

( 24)

2.小 休止 を取 れない
3.小 休 上 の長 さ。
)

g。

3時 間以 内

h.半
i。
1

39.9
25。

日

17.4

j。

2〜 3日

9.3

k。

4日 以上

8。

1

100.0

計
[資 料 ]Rex

2

日

Taylor and Graeme Ford,Caring in the community;a study of carers in the East End of

Glasgow,The Princess Royal Trust Glasgow East End Conllnunity Carers Centre,1/1ay 1995,p.16
よ り作成。
[注 ]に )比 率 の合計 は、 四捨五入 の為 100.0に な らな い箇所 が ある。
(2)こ の小計 は、小休 止 を取れ る者258人 で ある。
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「 3時 間以内」や「半 日」 と答 える在宅介護者 が多 い。 これ らの小休止 は、親戚 や配偶者、友人、
ホームヘルパ ー、地域看護婦 の援助 によっては じめて可能 で ある。一 時休息 の為 のサ ー ビス もそ
の一環 である。 しか し、一 時休息 の為 のサー ビス をあげた在宅介護者 は、 ご く僅 かである (19人 、
5。

7%)。

小体止 の取得 と精神的 な負担 とは、一定 の相関 を示す。定期的 に小休止す る こ とので きる在宅
介護者 の精神的 な負担 は、規則的 に体 む ことさえで きない人 々のそれ よ りもかな りの程度軽 い。
当た り前 と言 えば当た り前 の結果 なが ら、見落すわ けにいかない特徴 のひ とつで あ る。

10人 に 1人 程 の在宅介護者 は、一 時休息 の為 のサ ー ビス を受 けてはいない (34人 、 10.2%)。
しか し、これ らの人々 は、その利用 を望 む。この種 のニ ーズは、すでにサ ー ビス を受 けて い る人々
(19人 )を 加 えると、 6人 中 1人 程 (53人 、 16.0%)の 在宅介護者 によって示 され る。在宅介護
者 の多 く(267人 、80.4%)が 助言 や情報 の提供 を望むのに比 べ る と、芳 しか らざる結果 ではある。

(5)JJヽ

括

一 時休息 に関す る在宅介護者 のニ ーズ について、 ス コ ッ トラ ン ドの各地 で手掛 けられた 4つ の
調査 にそって確 かめて きた。以上 か ら 2つ の ことが確認 され る。 まず、在宅介護者 のニ ーズ は、
現 に存在 す ることである。 4つ の調査 は、 ニ ーズ を持 つ在宅介護者 の比 率 や一 時休息 の頻度及 び
長 さについて必ず しも同 じ結論 を示すわ けで はない。 しか し、 ニ ーズの存在 自体 についてはいず
れ も肯定す る結果 で ある。 さらに、 ニ ー ズを持 つ在宅介護者 の比 率 な どについて確定す るまでに
至 らない ことは、否定 で きない。 4つ の調査が、 ス コ ッ トラ ン ドにおける在宅介護者 の平均的 な
姿 をどの程度体現す るのか どうか、定 かではない。 その端的 な例 は、 プ リンセス・ ロイヤル・ ト
ラス ト・ グラス ゴー・ イース トエ ン ド地 区在宅介護者 セ ンターの手掛 けた調査である。在宅介護
者 の比 率 は、統計学的に検証済 みの方法 を以 て実施 されたに もかかわ らず、中央統計調査局 『国
勢調査』の結果 (85年 14%、 90年 15%)と はかな りの程度異 なって有効 サ ンプル数 の 9,3%で あ
る。 ニ ーズ を持 つ在宅介護者 の比 率 な どは、残念 なが ら 4つ の調査結果 か ら引 き出すわ けにいか
ない。
一 時休息 のニーズ に関す る推計作業 は、 ス コ ッ トラ ン ドで もなされて い る。筆者 の知 る限 りで
は、 ロジア ン州保健局

(LHB)の 作業(35)(92年 18月 )が 、 ス コ ッ トラ ン ドで唯― の例 である。 こ

れは、専門職者 を含 むいかなる人 々か らの援助 もな しに一人 で介護 に当た る在宅介護者 の一時休
息 ニーズについて、週当た りの介護時間別 に計数的な把握 を試みた作業 で ある。 この種 のニ ーズ
は、週 20時 間 を下 まわ る在宅介護者 に も認 め られ るとして計数化 を行 うな ど、す ぐれ て積極的な
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内容 を含 む。同時 に、問題 のないわ けではない。一 時休息 の期間 は、週 50時 間 を超す在宅介護者
についていか にも控 え目な見積 りである。す なわち、一 時休息 の期間 は、延 べ にして年間 22日 程
で ある。これは、どの程度 の効果 を持 つであろうか。週 50時 間 を超す在宅介護者 は、週平均 60時
間 に亘 って介護作業 を担 うと仮定 して考 えてみよう。これ らの在宅介護者 は、年間 52週 を丸 々働
くとすれば年間 3,120時 間 に亘 って介護 に拘束 され る。一 時休息 の期間 は、22日 程度、すなわち

3週 間程 である。介護 を担 う週 は、一 時休息 のサー ビスによって 3週 間程少 な くなって 49週 程 で
ある。 それで も介護 に拘束 され る時間 は、年間 2,940時 間程 (60時 間 ×49週 )で ある。週 50時
間 を超 す在宅介護者 は、週平均 55時 間 に亘 って介護作業 を担 うとやや控 え目に仮定 して も、似 た
ような結果 で ある。介護 に拘束 され る時間 は、年間 2,695時 間程度 (55時 間 ×49週 )で ある。雇
用者 の 1,900時 間程度 の労働時間 との比 較 が許 され るとすれば、あ まりに長 い時間 である と言 わ
なければな らない。
筆者 は、先行 の推計作業 にこの ような疑間 を呈す るか らとい って、独 自の推計 を試 みるほ どの
準備 を重ねて い るわ けではない。誠 に心苦 しい ものの、他 日を期 したい と思 う。
さて、一 時休息 の現状 は、 どの ように特徴 づ ける ことがで きるであろうか。現状 の一端 を伝 え
る資料 が、 い くつか の団体 や機関 によって公表 されてい る。 その一つ は、 クロス ロー ド・ ス コ ッ
トラ ン ドの資料 である。 この 団体 は、一 時休 息 のサ ー ビス をグラス ゴー市 の マ リー ヒル地域 で

1978年 に試 みる。 この団体 は、78年 に着手 して以 降、今 日では 55に のぼる援助計画 を手掛 け、
在宅介護者 が 自宅 で一 時休息 を取 る為 のサー ビスの担 い手 として、高 い評価 を受 ける。 この団体
は、7,000人 以上 の在宅介護者 に延 べ にして 60万 時間以上のサ ー ビス を提供す る●0(96年 )。 こ
れ は、平 日の 日中は もとよ り夜間、週末 や休 日に提供 された時間 の合計 で ある。 この在宅介護者
数 は、 この団体 の推計 によるス コ ッ トラ ン ドの在宅介護者 お よそ 75万 人の 0。 9%に 当た る。同 じ
く一人 で介護 を担 う在宅介護者 (sole carers)7万 人 との対比 では、ち ょう ど 10.0%で ある。サー
ビス を受 けた在宅介護者 は、96年 の一 年間 に延 べ にして平均 86時 間 11分 の一 時休息 を享受 した
ことになる。 さらに、 グラス ゴー大学 の コ ミュニ テ ィーケ ア調査 セ ンター

(NCCCS)は 、家族向

きの住宅 を利用 した一 時休息 (family based respite care)の 動向 について集約 して い る。 ス コ ッ
トラ ン ドでは、 これ による と 62の 援助計画が実施 され、1,400人 程 の在宅介護者 が一 時休息 の機
会 を享受す る。つ(96年 )。 また、ダ ンディー市 は、‐ 時休息 の機会 を享受す る在宅介護者数 につい
て コ ミュニ テ ィー ケア計画 の中で示 して い る。 これによる と 595人 の在宅介護者 が、恩恵 に浴 し
ている●0(96年 12月 )。 この数 は、 ダ ンデ ィー市 の在宅介護者 (1万 8,440人 )の 3.2%、 主な
在宅介護者 (main carer、 9,905人 )の 6.0%、 週 20時 間以上 を介護 にあてる在宅介護者 (4,305
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人)の 13.8%に 当た る。
これ らの計数 は、 ス コ ッ トラ ン ドにお ける一 時休息 の現状 の一端 を伝 えて いて興味深 い。 しか
・ス コ ッ トラ ン ドやグラスゴー大学 コ ミュ
し、現状 を包括的 に伝 えるわけではない。クロス ロー ド
ニ テ ィー ケア調査 セ ンターの計数 は、在宅介護者 の 自宅 や家族向 きの住宅 を利用 しての一時休息
である。病院 やナー シングホームな どの比較的規模 の大 きな施設の空 きベ ッ ドを利用 してのサ ー
ビス とは、 区別 され る。病院 やナー シングホーム な どにおける実情 を問 い合わせて、丹念 に調 べ
る ことも考 えられ る。しか し、この種 の施設 は、ナーシングホームに限 っただけで も優 に 1,000カ
所 を超す。 ちなみにケアホーム社 の編集 による『ス コ ッ トラ ン ドの長期滞在施設及 びナー シング
ホーム名鑑』 (96/97年 版 )を ざっ と見 ただ けで も、1,466カ 所 の施設 が紹介 されて い る。"。 いず
れ も高齢者 を対象 にす る施設 で ある。膨大 な作業 が予想 され るだけに、 ここでは他 日を期す他 に
ない。 またダ ンディー市 に類似 の計数 が各地方 自治体 の コ ミュニ ティー ケア計画 に紹介 されてい
ないか どうか注意深 くペ ージを繰 ってみた けれ ども、残念 なが ら見 い出せていない。

3つ の団体 や機関 による集約 は、現状 の一部 を明 らかにす る以上ではない。先 の『名鑑』 な ど
を利用 しなが ら、すで に入手 した資料 の限界 を補 うことも考 えられないわけではない。 しか し、
すでに述 べ た ように充分 な期間 を取 って臨 む ことなしには、不可能 である。
以下で は、 ス コ ッ トラ ン ドにお ける一 時休息 の現状 について はじめて包括的 に調 べ上 げた成果
に主 として依拠 しなが ら、検討す る ことに した い。 これは、 ス コ ッ トラ ン ド・ ソー シ ャル・ ワー
・サ ー ビス監察官 (SWSIS)に 提 出 された A4版 4分冊、ペ ージ数 にして 267ペ ー ジの報告書 の
ク
である。
一 時休息 の機会 を得 た在宅介護者 は、表 8の 通 りで ある。 2万 8,000〜 3万 人 の在宅介護者 が、
この種 の機会 を得 る。受給 の比 率 は、表 に示す ように週 20時 間以 上 の在宅 介護者 に絞 る と、
22.8〜 24.4%で あ る。一 時休 息 の期 間 は、一 人 平均 2.63〜 2.82週 の 長 さで あ る。 日数 に して
18〜 20日 程度 で ある。

居住介護施設 の利用 による一 時休息 は、コ ミュニ テ ィー ケアヘ の関心 の高 まった 80年 代以降 に
発展 して来た。 この種 の一 時休息 は、被介護者 の特性 によってやや異 なる経路 を辿 る。大別す る
と 2つ に分 ける ことがで きる。 その一 つ は、障害児 を対象 にす る場合 で ある。病棟 を利用す る障
害児 の介護 は、
通常 の住宅 ほ どのセ ンター
児童 の発達 にふ さわ し くない とい う反省 か ら出発 して、
が造 られ、 ここに障害児 を一 時的 に収容 し介護す る方法である。在宅介護者 は、 これによって一
時休息 の機会 を享受す る。高齢者 や他 の障害者 になると、 やや事情 を異 にす る。 ナー シング ホー
ム な どのベ ッ ドの一部 を利用 してのサ ー ビスで ある。一時休息 だ けを目的にす る施設 は、痴果症
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表 8 スコッ トラン ドにおける在宅介護者の一時休息サービスの利用状況
実数 (人 )、 比率 (%)

1.一 時休息サー ビスの受給者 (93年
a.居 住施設 の利用 による
b.病 院の利用 による
C.家 族向 き住宅 の利用 による
d。

4月 )

7,000‑ 8,000
5,000^V 6,000
1,028

自宅 において

e.小

お よそ 15,000

28,028‑30,028

計

2.サ ー ビス受給者 の比率
a.対 在宅介護者総数 (614,116人 (1ヽ 94年 )
b.対 主 な在宅介護者 (327,528人 、94年
C.対 週20時 間以上 の在宅介護者 (122,823人 ②、94年 )
(の

4.6‑4。 9

8.6‑9.2

)

22.8‑24.4

[資 料]Meg Lindsay,Mary Kohls and Janet Collins,The Patchwork quilt,a study of respite care services

in Scotland,The Scotland Office,1993,p.l and p.25,()PCS,Infomal carers,a study carried out on
behalf of the Departrnent of Health and Social SecuHty as part of the 1985 GHS,IIMSO,1988,p.7,
The Scottish Office,Scottish abstract of statistics 1995,HMSO,1996,p.3よ
り作成。
[注 ](1)16歳 以上人口4,094,104人 (94年 )と 在宅介護者比率15%(90年 )を 基に算出した。

(2)16歳 以上人 口とそれぞれの比率 8%、 3%(85年 )を 基 に算出 した。

の人々 を除 くと少な くとも高齢者 の場合 に稀 で ある。比較的規模 の大 きな施設 の利用 による一 時
休息 は、被介護者 の発達 とい うよ りも空 きベ ッ ドを埋 めて施設 の収 入 を安定化 させ る動機 か ら出
発 し発展 してきた側面 をあながち否定す るわ けにいかない。

783の 施設 が、一 時休息 のサ ー ビス を手掛 ける。設置 は、民間部門 (363、 46.4%)、 地方 自治体
(285、

36.4%)、 ボランテ ィア団体

(129、

16.5%)、 その他 (6、

0.8%)な どの担 う所である。

これ らの うち 29施 設 (3.7%)、 ベ ッド数 にして 276床 を擁す る施設 が、一 時休息 のサー ビスだけ
を提供す る。他 の殆 どの施設 は、被介護者 の継続的 な収容 によるサ ービスの継続的 な提供 を主 な
目的 にす る。293施設 (37.4%)は 、30〜 40床 の うち通常 1〜 2床 を一 時休息 の為 のベ ッドに充
て る。この方法 によるベ ッ ドの総数 は、683床 で ある。この 683床 は、他 の 目的 に流用 され る こと
な く、一 時休息 の為 に殆 ど利用 され る。他 の居住介護施設 が、一 時休息 の為 にベ ッドを流用する
こともある。 しか し、 これ は、空 きベ ッ ドのある時 に限 られ′
る。
ベ ッ ドの利用 は、主 に高齢者 で あ る。多 くの施設 は、もっぱら高齢者 を念頭 にお く(599、 76.5%)。
高齢者 が これ らの施設 に一 時的 に収容 され介護 を受 ける間、在宅介護者 の一 時休息 が続 く。 これ
に次 いで多 いのは、知的障害者 (児 )を 対象 にす る施設である。 120施 設 にのぼる (15.3%)。
施設 へ の滞在期間 は、多 くの場合 に 14日 である。滞在 の頻度 は、区々で ある。おお よそで言 え
ば 2〜 6カ 月 に一度 で ある。高齢者 は、 3〜 6カ 月 に一度滞在す る場 合 が多 い。施設 に一 時的 に
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入所す る人 々の障害 の程度 は、 かな り高 い。
病院 の利用 による一 時休息 は、近年増 える傾 向 にある。一般開業医がアセスメン トの必要 を認
めて、アセス メ ン トの為 に入院す る こ とも、中 にはある。在宅介護者 は介護 か ら一 時的 にしろ離
れなければならない、 と一般開業医 の診断 した場合 で ある。 これには、批判 もある。病院 は、重
度 の障害 を持 ち、 それ ゆえに地域 で介護 ので きない人 々の為 の施設 である、 とい う批判である。
しか し、病院 の利用 による一 時休息 は、一部 の批判 に もかかわ らず先 の例 を含 めて近年広 が りつ
つ ある。お よそ 5,000〜 6,000人 が病院 に入 り、これ と同数 の在宅介護者 が、介護 か ら解放 されて
一 時休息 を享受す る。滞在 の期間 は、平均 14日 である。高齢者 の滞在期間 は、平均 18.4日 とや
や長 い。滞在 の頻度 は、高齢者 を含 めて 2〜 3カ 月 に一度 の例 が多 い。入院す る人々の障害 の程
度 は、かな り高 い。
家族 向 き住宅 の利用 による一 時休息 は、1980年 代 に 目立 って増 える。特 に 80年 代後半 の増加 が
著 しい。 この種 の形態 は、当初、知的 な障害児 を対象 にして いた。最近 では、高齢者 むけにも手
掛 けられ る。専門職者 の評価 は、著 し く高 い。 ス コ ッ トラ ン ドには、36の 援助計画 が ある(93年

4月 )。 その大半 は、地方 自治体 が運営 し
われ る (7、

19。

(29、

80.6%)、 残 りは、 ボランテ ィア団体 によって担

4%)。 利用者 は、 1,000人 を超 す。障害 の程度 は、 かな り高 い。滞在 の平均期間

は、 3日 である。多 くの援助計画 は、 3日 の滞在期間 を基準 に運営 され る (24、 66.7%)。 半 日と
い う滞在期間の援助計画が ある (2、

5.6%)一 方 で、同 じ く 14日

2.8%)。 滞在 の頻度 は、多 くの援助計画 で 4〜 5週 に一度 である

とい う援助計画 もある (1、

(24、

66,7%)。 在宅介護者 は、

これ らの援助計画 によって 4〜 5週 に一度 の頻度 で 3日 の一 時休息 を享受す る こ とになる。
被介護者 の 自宅 の利用 による一 時休息 は、一 時休息 の為 のサー ビスの中で最近 まで「 まま子扱
い」 されて来 た。居住介護施設 や病院 の利用 による一 時休息 に較 べ ると、助成 される資金の量 も
格別 に少 ない。調査研究 の対象 になることも稀 であった。
この種 の一時休息 は、被介護者 の 自宅 に代 わ りの介護者 を派遣 して、在宅介護者 の担 う作業 を
肩代わ りす る こ とによって確保 され る。 この介護者 は、有給 であった り無給 で あ った りす る。衣
服 の着脱 や入浴 あるい は食事 の介助 な どを在宅介護者 に代 わって手掛 け、 これによって数時間 の
文字 通 リー 時休息 が保障 され る。ス コ ッ トラ ン ドで 174の サ ー ビスが提供 されて い る (93年 )。 そ
の多 くは、 ボランテ ィア団体 の担 うところで ある

(109、

62.6%)。 私的 な部門 は、42(24.3%)

のサー ビス を担 う。他 に地方 自治体 21(12.1%)、 保健局 1(0.6%)、 住宅協会

1(0.6%)で あ

る。 この うち私的部門 のサー ビス は、 ボランテ ィア団体 のそれ よ りも小規模 で ある。 ボランテ ィ
ア団体 の中で も最 も目立 つサ ー ビス は、前述 のク ロス ロー ド
・ス コ ッ トラ ン ドのそれである。 109
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の うち 52(47.7%)の サ ー ビス は、 クロス ロー ド
・ ス コ ッ トラ ン ドの担 う ところで ある。 これに
次 ぐのは、アル ツハ イマー・ ス コ ッ トラ ン ド・ アク ション・ オ ン・ ディメ ンテ ィアのそれである
(10、

9.2%)。 利用者 の障害 の程度 は、区々で ある。 しか し、障害 の重 い人 々が優先 され る傾向

を否定 で きない。 これ は、 クロス ロー ド・ ス コ ッ トラ ン ドも認 める事実 で ある。 それ 由 に、一 時
休息 の機会 は、障害 の重 い人 々 を看 る在宅介護者、言 い換 えると週 当た りの介護時間 の長 い在宅
介護者 に傾斜 しなが ら付与 され る。
一 時休息 のサ ー ビス には、利用者 の負担 を伴 う。表 9は 、利用料 を示す とともに、あわせて雇

表9

スコッ トラン ドにおける一時休息サー ビスの利用者負担 と賃金及 び所得 の比較
実数 (ポ ン ド)、 比率 (%)

1.自 宅等 での一 時休 息 サー ビス(1)(93年 4月 )
a.ク ロス ロー ド・ ス コ ッ トラ ン ド

6。

b.民 間企 業
2.居 住施設、病院な どでの一時休息サー ビス●
a.規 模 の大 きいナーシングホーム
)

b。

一時休息用 のベ ッドだけの施設

C.病

b。

男
女

(93年 4月 )

216.00
640.00
お よそ 615.00

院

3.雇 用者 の時給
a。

10

6.04

(93年 )

性

5。

性

4.29

4.家 計 の所得(a
a.可 処 分 所

90

271.23

得 (93/94年 )
名 目 所 得 (94/95年 )
C。 名 目所得 の分布 ( 〃 )
075ポ ン ド未満
075ポ ン ド以上 125ポ ン ド未満
0125ポ ン ド以上200ポ ン ド未満
0200ポ ン ド以上275ポ ン ド未満
0275ポ ン ド以上350ポ ン ド未満
0350ポ ン ド以上425ポ ン ド未満
0425ポ ン ド以上600ポ ン ド未満
0600ポ ン ド以上

328.57

b。

[資 料]Meg Lindsay,Mary Kohls and Janet Collins,The Patchwork quilt,a study of respite care services

in Scotland 1993, the full report, The Scottish Office, pp.122‑123, Meg Lindsay and als, The
Patchwork quilt,a study of respite care services in Scotland 1993,lrhe scottish Office,1993,p.32,

The Scottish Office,Scottish abstract of statistics 1995,HMSO,1996,p.118 and p.125よ
[注 ](1)時 間当 た りの単価 である。

(2)週 当た りである。
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用者 の時給 と家計 の所得 について も掲 げてある。 あえて後者 の計数 を示すのは、前者 の意味 につ
いて探 る為 で ある。自宅 の利用 による一 時休息 は、雇用者 の時給 の 103.4〜 142.2%に 当た る額 の
負担 を覚悟 しなければな らない。居住介護施設 や病院 の利用 によるそれは、家計 の可処分所得 の
79.6〜 236.0%に 当た る額 の負担 を避 けるわ けにいかない。38.2%の 人 々 は、週 200ポ ン ドにさえ
も満たない名 目所得 であることか ら、規模 の大 きいナーシングホーム の利用料 (216ポ ン ド)さ え
も過大 な負担 である。 さらに、週 600ポ ン ド以上 を稼 ぐ 6人 に 1人 程

(15。

9%)の 人 々の中 にも、

615〜 640ポ ン ドの利用料 を重 く感 ず る人 は存在 す るであろう。在宅介護者 は、一 時休 息 に強 い

ニーズ を持 つ場合 で も利用料 を重 く感 じて、サ ー ビスの利用 を思 い止 まる例 も予想 され る。また、
利用料 をなん とか捻出 して一 時休息の機会 を得 る為 に、家計 のや り くりを迫 られ る ことも充分 に
考 えられ る。
一 時休息 のサー ビス をまかな う資金 は、地方 自治体 ソー シ ャル・ワー ク部

(SWD)の 補助金 や

中央政府 の助成金 な どを以 て充 て られ る。利用者 の負担 も調達 され る資金 の一部 には違 いない。
しか し、全体 の中では僅 かで ある。補助金 や助成金 は、 しば しば期限付 きの支払 いで ある。家族
向 きの住宅 の利用 による一 時休息 を例 に取 る と、36の うち 8つ の援助計画 は、95年 までの資金 を
確保 して い るにす ぎない (22.2%)。 続 く96年 以降の補助金 な どにつ いてはっき りとした 目途 を
立ててい ない。正確 に言 えば、 日途 を立 てた い に もかかわ らず、立て られないので ある。
ス コ ッ トラ ン ドにお ける一 時休息 は、 この ように見 て くると次のように特徴 づ ける ことがで き
る。第 1に 、 サー ビス を提供す る場所 は、比較的規模 の大 きな施設か ら家族向 きの住宅 あるい は
被介護者 の 自宅 な ど多様化 され つつ ある。近年 は、比較的規模 の小 さな場所 でのサ ー ビス に高 い
評価 が与 えられ る。第 2に 、 サー ビスの給付時間帯 や曜 日も在宅介護者 のニーズに遅れ を とる と
はい え多様化 の方向 を示 しつつ ある。夕方や週末 あるい は休 日のサ ー ビスが、 それである。 その
先駆的 な例 は、 クロス ロー ド・ ス コ ッ トラ ン ドの担 うサ ー ビスで ある。第 3に 、一時休息 の機会
を享受す る在宅介護者 は、週 20時 間 を介護 に当て る人々 に限 つて も 4人 に 1人 さえ下 まわ る。一
時休息 を希望す る在宅介護者全員 へ のサー ビスの提供 とは、程遠 い よ うに思われ る。第 4に 、一
時休息 の期間 は、依然 として短 い。長 い介護時間 を圧縮するに足 る一 時休息 の長 さとは、言 いが
た い。最後 に、利用者 の負担 は、一 時休息 のニ ーズ をかなえる上で重 しになって い る。補助金 の
増額 と継続的な給付 が なされ るな らば、 その度合 い に応 じて重 しを軽 くした り取 り除 いた りする
こ とになるで あろう。一 時休息 の享受 は、 そ うして こそ着実 に広が るであろう。
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Ⅲ 痴果症患者 を看 る在 宅介護者 の一時休息

痴果症 は、脳 に影響 を及 ぼす病気 である。知能 の働 きは徐 々に失われ てゆ く。 ス コ ッ トラ ン ド
人 の死亡理由のうち 4番 目に多 い理 由で ある。 アル ツハ イマー とリンパ管系 の痴果症 は、痴果症
の中で ももっとも多 く見 られ る形態 である。痴果症 は、人 々の社会的あ るい は家族的 な地位及 び
知的な水準 に係わ りな く発症す る。痴果症 の人々 は、 その記憶 と理解力 とを徐 々に失 う。常 々手
掛 けて きた行為 が 出来 な くなるにつれて、当惑 した り失望 した りす る。 自分 の世話 が徐 々 に出来
な くな り、他 の人 による介助 に依存す るようになる。 やがて、衣服 の着脱 や食事 あるい は トイ ン
に行 くことさえも介助 な しには不可能 になる。痴果症 は、患者 の家族 に重 い負担 と強 い緊張 とを
与 える。 それは、 おそ ら く他 の患者 を看 る家族 の比 ではない。在宅介護者 の声 に耳 を傾 けてみ よ
う。
「私 は、駐車場 に向か う手前で彼女 を車 か ら降 ろしました。私 が戻 ってみると、彼女 はい ませ
ん。彼女 は、 あち こち と歩 きまわった と思 い ます。私 たちが彼女 を見 つ けて連 れ戻 したのは、深
夜 の 2時 です。 …彼女 は、何 をして いたのか覚 えてい ません。 …私 はもう三度 と彼女 を一人 にし
てお きませ ん。私 は、 いつ も彼女 と一緒 にい ます 。」。
「彼 は、 自分 のや っていた ことを思 い出せ
ません。大声 で叫 んで いた ことも、覚 えてい ないのです。彼 の記憶 は、およそ 2分 30秒 で うせて
しまい ます。 ですか ら、 2分 30秒 か ら 3分 ごとに同 じことを尋 ね るのです。全 く同 じ質問 です。
そんな ことを 2時 間ず つ と繰 り返すのです。 こんな場面 に身 を置 くと、我れなが ら恐 ろしい こと
ですが、堪忍袋 の緒 も切れ て しまい ます。特 に深夜 の 2時 や 3時 か ら朝方 にかけて、そのような
場面 に遭遇す ると忍耐 に も限度 が あ ります。私 に とっては、文字通 り夜 と昼 とが逆転 して しまい
ます」。
「私たちは、彼 と完全 に離 れた状態で一 時休息 を取 るわけにいかないのです。一 日 24時 間、
彼 と一緒 にいて夜間 に も起 きることにな ります。 これは、 とて も疲 れ ます。 こんな状態 に置 かれ
ては、 自分 自身 の生活 な どない に等 しい と思 うのですが、 いかがで し ょうか」。
在宅介護者 は、夜間 にさえも介護作業 を強 い られ るな ど人間 の生理 的 な リズムに逆 らう生活 を
余儀 な くされ る。社会的 な生活 なぞそ うした下 で は不可能 に近 い。
ス コ ッ トラ ン ドの痴果症患者 は、91年 の算定 による と、 9万 3,000人 で ある 幼 (86年 )。 この
うち 4万 9,000人 は、中程度 と重度 の痴果症 である。2001年 には、10万 人 が痴果症 を患 い、 この
うち 5万 5,000人 が 中程度 と重度の痴果症 になるであろう、と 91年 当時 に予測 されていた。ご く
最近 の予測結果 は、表 10の 通 りである。表の [注 ]に も示 した ように、中程度 と重度 の痴果症患
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表 10 スコッ トラン ドにおける痴呆症患者 (Dの 年齢階層別推移
痴果症 の

45歳 以上の人 口 (人 )

発症率 (%)

1996名

「

2006準F

痴果症 の高齢者 (人 )

1996‑‑20004F

19964F

の増加数 (人 )

2006生 F

45‑‑59病 長

0.1

920,000

1,036,000

920

1,036

116

60‑‑64病 長

0.7

258,000

273,000

1,806

1,911

105

65‑‑69蔵 記

1.4

240,000

239,000

3,360

3,346

△ 14

70‑‑74慶 密

2.8

209,000

206,000

5,852

5,768

∠ゝ84

75‑‑79慶 覧

5.6

152,000

165,000

8,512

9,240

728

80‑‑84月 費

10.5

106,000

117,000

11,130

12,285

1,155

85‑‑89慶 長

20.8

57,000

63,000

11,856

13,104

1,248

90歳 以上

38.6

25.000

36.000

9,650

13.896

4,246

1,967,000

2,135,000

53,086

60,586

7,500

計

[資 料]Alzheimer Scotland Action on Dementia,Getting local on Dementia,a resource pack campaigners,

AlzheiFner SCotland Action on]Dementia,1/1arch 1995,appendices,guidelines and feedback,p.1よ

り

借用。
[注 ](1)軽 度 を除 く中及 び重 度 の痴果症 についての計数 である。

者 についてだ け示 してある。表中の結果 は、91年 当時 の予測値 をやや上 まわる。96年 で 5万 3,086
人 を数 える。2006年 にはか つての予測 を超 えて 6万 586人 にのぼる見込 みである●3、 地方 自治体
別 の痴果症患者数 は、表 11に 示す通 りで ある。痴果症患者の 60%以 上 (61.5%)は 、80歳 以上
の高齢者 で ある。 この傾向 は、2006年 について も妥当す る (64.8%)。 他方、痴果症患者 のお よそ

5%(5.1%)は 、65歳 未満 で ある。 これ は、2006年 について もほぼ同 じである

(4.9%)。 65歳

未満 の中 には、前出 の表 か らも伺 えるように生産 年齢人 口に属 す る人々 も含 まれ る。
痴果症 を煩 う人 々の うち長期 の居住介護施設 で生活す る者 は、政府 の統計 によると 2万 〜 2万

1,500人 で ある 。 (91年 )。 これ は、痴果症患者 の 33%程 度 に相 当す る。 しか し、 DOSOゴ ー ド
ン(Godon)博 士等 の調査研究 は、 これ よ りやや多 い結果 を示す。実数 にして 2万 4,400人 、比率
にして 40〜 45%の 痴果症患者 は、
長期 の居住介護施設 で生活 を営 む とい う結果 である。2万 4,400
人 の施設形態別 の内訳 は、精神病院 4,406人 (18.1%)、 老人病専門病院 6,000人 以上 (24.6%)、
ナー シング・ホーム 3,273人 (13.4%)、 長期滞在 ホーム 1万 641人 (43.6%)及 び保護住宅 80人

(0.3%)で ある。
長期 の居住介護施設 に入 らず に地域 で生活す る痴果症患者 は、政府統計 によると全体 の 66%、

DOS・ ゴー ドン博 士等 に従 えば同 じ く 55%に 相 当す る人々である。地域 に暮 らす痴果症患者 は、
これ らを基 に算出す る と 2万 9,197〜 3万 5,037人 程度 で ある(96年 )。 この数 は、 さきの計算式
に従 う と 2006年 には 3万 3,322〜 3万 9,987人 程度 にまで増加す る見込 みである。
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表 11 スコッ トラン ドの地方 自治体別痴呆症患者数(⇒

(単 位

:人 )

痴果高齢者

地方自治体 (年 )
アバ デ ィー ン市 (96年 )
アバ デ ィー ン州 (97年 )
ア ンガス州
ア ー ガイル 州、 ビュー ト州 (93年 )
クラ ックマ ナ ン州 (94年 )
ダ ンフ リー州、 ガ ロ ウ エイ州 (97年 )
ダ ンデ ィニ市
イ ース ト・ エ ア シ ャー州 (97年 )
イ ース ト・ ダ ンバ ー トンシ ャー州
イ ース ト・ ロー ジア ン州 (91年 )
イ ース ト・ レンフルー シ ャー州
エ ジ ンバ ラ市 (91年 )
フ ォール カ ー ク州
フ ァイ フ州
グ ラス ゴー 市
ハ イ ラ ン ド州
イ ンバ ー クライ ド州
ミド・ ロー ジア ン州
マ リ州
ノース・ エ ア シ ャー州 (97年 )
ノース・ ラナー ク シ ャー州
バ ース州、 キ ンロス州
レン フ レシ ャー
ス コ ッ トラ ン ド・ ボー ダ ー州
サ ウス・ エ ア シ ャー州 (97年 )
サ ウス・ ラナ ー ク シ ャー州 (95年 )
ス ター リング州 (93年 )
ウエ ス ト・ ダ ンバ ー トンシ ャー州
ウエ ス ト・ ロー ジア ン州 (97年 )

2,605
1,996
4,010
504
1,347
1,872
(4,000)②

323
913
4,666

760
1,444(4,000)(2)

JJllll

1,464(4,000)②
2,929
972
1,170
53,086

ス コ ッ トラ ン ド計(0(96年 )

[資 料]Aberdeen City Council,The Aberdeen City joint community care plan 1997‑2000,p.14,Aberdeenshir‐

e Council and Grampian Health Board,Joint community care plan 1997‑2000,p.15,Argyll and Clyde
Health Board and Strathclyde Scotland,Argyn and clyde ioint COrrmunity care plan 1997‑2000,p.

44,Clakmannanshire Council,Joint corrmunity care plan for Clackmannanshire 1997‑2000,p.15,
Dundee City Council and̀「 ayside Health,People with dementia,Community care plan 1997‑2000,p.
ng into the
2,Ayrshire and Arran Joint Plaming Forurn and Ayrshire and Arran Health Board,Ca五
future,CoIImunity care plan for Ayrshire and AlTan 1995‑1998,p.19,East Dunbartonshire Council,
Greater Glasgow Health Board and Scottish Homes,East Dunbartonshirejoint community care plan
1997‑2000,consultation draft,June 1997,p.40,Midlothian Council,Midlothian community care plan

1997‑1998,p.20,North Ayrshire Collncil,Community care plan review,June 1997,p.19, South
Ayrshire Council,Cornmunity care policy statement 1997,p.8,South Lanarkshire Council,Lanark‐

shire Health Board,Greater Glasgow Health Board and Scottish Homes,South Lanarkshire ioint
community care plan,]Draft plan 1997‑2000,May 1997,p.70,South Lanarkshire Council,Lanarkshire
Health Board,Greater Glasgow Health Board and Scottish Homes,South Lanarkshireioint COmmu‐
dty care plan,AccoFrlmOdation strategy 1997‑2000,p.30,Stirling Council and Forth Valley Health
Board, Corlmunity care plan 1997‑2000, p.14, West Lothian Council, Lothian Health, Scottish

鏃myal■ 能,躍脱出[:舗 認絆盤:r詳鍵艘 翼謂締
民
2器 h:lttti乳 よ

e鷺

訛

dementia and their carers in Scotland,April 1994,p.3,Ann Ferguson,Who's caring today,a study
of day care services for older people in]DurnfHes and Ga1loway,Age Concern Scotland,July 1990,
p.55, Alzheilner Scotland Action on Dementia, Dementia‐ Inoney and legal matters, a guide for
carers,Alzheimer Scotland Action on Dernentia,March 1997,p.5,Evlynne Roarty,Who cares,living
with dementia,a study of carers needs,VOCAL,October 1994,p:7よ り作成。
[注 ](1)( )内 に年次 の示 されて い な いの は不明である。
(2)( )内 の数値 は、イース ト・ エ ア シ ャー州 を含 む 3州 の合計 である。
(3)地 方 自治体別 の計 とス コ ッ トラ ン ド計 とは、一 致 しない。
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痴果症患者 を看 る在宅介護者 の正 確 な数 は、残念 なが ら不明 で ある。痴果症患者 の うち 2万
9,000〜 3万 5,000人 が地域 に暮 らす ことを考 えれ ば、こうした人 々の介護 に当た る者 は、少 な く
見積 もって も 2万 9,000〜 3万 5,000人 を下 まわ らない ように考 えられ る。中程度 あ るい は重 度
の痴果症患者 が一人 の在宅介護者 もな しに地域 で生活 で きるとは、到底考 えられないか らである。
痴果症患者 を看 る在宅介護者 は、 この ように考 えるとス コ ッ トラ ン ドの在宅介護者 (61万 4,116
人 )の 少 な くとも4.7〜 5。 7%を 占めることになる。
この種 の在宅介護者 は、他 の在宅介護者 よ りも総 じて重 い負担 を抱 える。介護 の負担 は、被介
護者 の状態 に左 右 され るか らである。痴果症患者 に必 要な介護 は、総 じて重 い。痴果症患者 を看
る在宅介護者 を対象 にす る 2つ の調査 りは、そうした推測 を裏 づ ける。在宅介護者 の平均年齢 は、
概 して高 い。60歳 以上の在宅介護 者 が過半 を超 し、70〜 80歳 代 の例 もさしてめず らしくない

0。

痴果症患者 との同居率 は、 アル ツハ イマー・ ス コ ッ トラ ン ド・ アク ション・ オ ン・ デ ィメ ンテ ィ
アの会 員調査 (95年 夏実施 )に よると極立 って高 く、90。

7%(43人 中 39人 )に のぼる

7ゝ

ぃま

ひ とつの調査 で も、 140人 中 103人 (73.6%)の 結果 である●0。 在宅介護者 の平均的な同居率 が

30%さ え下 まわ る ことを考 えると、 目立 って高 い同居率 で ある。痴果症患者 を看 る在宅介護者 の
就業者比率 は、低 い。 さきの会員調査 によると 4人 に 1人 さえ も下 まわ る (10人 、23.3%)。 この
うち フル タイム の仕事 に就 く者 は、全体 の 7.0%に 当た る僅 か に 3人 である。他 の 7人 (16.3%)
は、パ ー トタイム で ある。在宅介 護者 の平均 的 な就 業者率 (66.7%)や フル タイ ム の就業者率

(51.7%)に 比 べ る と格段 の低 さで ある (パ ー トタイム の就業者率 15.0%)。 これ らは、痴果症患
者 を看 る在宅介護者 の介護 に拘束 され る時間 の長 さを暗示す る。殆 どの在宅介護者 は、全 ての時
間

(full― time

basis)を 痴果症患者 に拘束 され る (35人 、81.4%)。 半数以上の在宅介護者 は、痴

果症患者 の世話 をす る為 に睡眠 をいつ も、あ るい は時々 中断 される (27人 、62.8%)。
これ らの特徴 は、 かつて痴果症患者 を看て いた在宅介護者 にもあてはまる。多 くの在宅介護 者
は、 さきの会員調査 によると痴果症患者 と同居 して世話 に当たって きた (76人 、78.4%)。 これ と
ほぼ同数 の在宅介護者 は、全 ての時間 を痴果症患者 に拘束 されていた (73人 、 75。 3%)。
痴果症患者 を看 る在宅介護者 の経済状態 は、就業者率 の低 さに影響 され るばか りではない。介
護 に要す る経費、例 えば失禁用パ ッ ド、屋内 の暖房費、洗濯代 あるい は介護器具の代金 な どの出
費 もある。出費 の額 は、他 の被介護者 とは比 べ ようもない程 に多 い。 これ らの追加 的な経費 は、
週 46ポ ン ド (約 9,200円 )に のぼる とい う試算 もある り。
介護 の影響 は介護の期間が長 くなるにつれて、在宅介護者 の身体 にも現 れる。多 くの在宅介護
者 は、 さきの会員調査 に よる と身体 の不調 を訴 える (39人 中 31人 、79.5%)。 この うち 11人
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(28.2%)は 、極度 の不安 と意気消沈 の双 方、同 じ く別 の 11人 は、 それ らの いずれ か一 方、 さら
に 9人 は比 較的低 い レベル の不安 と意気消沈 の双 方 もし くは一 方 に悩 まされ る。 これ らのいずれ
も感 じない在宅介護者 は、僅 かに 8人 で ある (20.5%)。
なん らかの援助 を受 ける在宅介護者 は、相対的 にしろ多 い。一 時休息 のサ ー ビス を除 く自宅で
の援助 は、 さきの会 員調査 による と 80%以 上 の在宅介護者 が受 ける(43人 中 35人 、81.4%)。
の うち 9人

(20。

こ

9%)は 、家族 もし くはホームヘルプ・ サー ビス による援助 を受 ける。同 じ く8

人 (18.6%)は 家族 に加 えて友人や隣人 か らの援助 を受 ける。他の 18人 (41.9%)は 、 3〜 7つ
の源泉 か ら援助 を受 ける。 これ らの源泉 には、 すでに触れた家族や友人・ 隣人、 ホームヘルプの
他、一般開業医、地域看護婦、 ソー シ ャル・ ワー カー、作業療法士な どが含 まれ る。忘 れ るわけ
にいかないのは、他 の在宅介護者 よ りもやや多 い ように思われ る援助 を受 けるに もかかわ らず介
護 に費 やす時間 も相対 的 に長 く、蓄積 され る疲労の度合 い もお しなべ て高 い ことで ある。
一 時休息 は、介護作業 か ら離 れ る機会 を在宅介護者 に与 える ことによって、 その緊張感 を和 ら
げる為 のサ ー ビス として定義 され る こともある。前節 に述 べ た通 りで ある。 しか し、 アル ツハ イ
マー・ ス コ ッ トラ ン ド・ アクシ ョン・ オ ン・ デ ィメ ンティアは、痴果症 に関す る豊富 な調査研究
を基 に異 なる定義 を与 える。それ は、大要次 のような定義 である。の。一時休息 の為 のサ ー ビス は、
主たる在宅介護者 に休息 の機会 を与 える為 に痴果症患者 に一 定期間 の介護 を施 す ことで ある。一
時休息 は、被介護者 と在宅介護者 のおのおのの生活 を向上 させ 、両者 の関係 を支 えて こそ双方 に
とって意義深 い経験 とな りうる。両者 の個人 としての健康 や社会的 ニーズが、一 時休息 サー ビス
の提供 によって充足 されなければな らない。 それは、一 日に数時間 のサー ビスで あった り、数週
間 に及 ぶサー ビスで あ った りす る。 サー ビス の提供 され る場所 も、被介護者 の 自宅 や デイ セ ン
ター、病院あ るい はナーシングホーム な ど多様 である。 サ ー ビスは、あ らか じめ計画 された定期
的 な休息 を保障す る為 に用意 され る ことは もとより、休 日や緊急時 にも提供 されて しか るべ きで
ある。一 時休息 の為 のサ ー ビス は、在宅介護 を支 える多様 な支援 の一環 でなけれ ばな らない。
一 時休息 は、 ス コ ッ トラ ン ドにお ける経験 を振 り返 ると在宅介護者 の休息 ニ ーズに専 ら焦点 を
あてて設計 され る こともあった。 この傾 向 は、特 に病院や居住介護施設 の利用 による場 合 に顕著
である。痴果症患者 は、 これ らの施設 に無理 や り入れ られ、結果 として症状 を悪化 させ る ことも
稀 ではない。 自宅 に戻 るや以 前 に も増 して不安感 を抱 き当惑す るのである。 これは、痴果症患者
にとっては もとよ り在宅介護者 に とつて もけっして好都合 な ことではない。一 時休息 の効用 は、
痴果症患者 と在宅介護者 の双 方 に とって半減 す る。 アルツハ イマー・ ス コ ッ トラ ン ド・ アク シ ョ
ン・ オ ン・ デ ィメ ンテ ィアは、 この ような反省 を加 えて一 時休息 に新 しい定義 を与 えるのである。
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それ は、内容 に即 して言 えばブ リス トル大学 の C・ E・ ロビン ソン教授 の定義 にな らった もので
ある。
アル ツハ イマー・ ス コ ッ トラ ン ド・ アクション・ オ ン・ ディメ ンテ ィアは、週 20時 間以 上の介
護労働 を担 うすべ ての在宅介護者 に、年間最低 2週 の一 時休息 と他 の 50週 につ き毎週最低 で も 4
時間以上 の一 時休息 を要求す る●1ヽ この団体 は、 そうした要求 に基 づいて一 時休息 の現状 を次の
よ うに評価す る。幼。痴果症患者 とその在宅介護者 の利用 で きるサ ー ビス は、ス コ ッ トラ ン ドの地
域 によって様 々で ある。ある地域 は、適度 のサー ビス を用意 してい る。別 の地域 は、 サー ビス を
殆 ど整 えて いない。 ス コ ッ トラ ン ドの どの地域 もサ ー ビス を完壁 なまでに整備 した とは、言 えな
い

。

一 時休息 は、 サ ー ビスの一種 で ある こ とか ら利用 の期間や頻度 とともに利用 で きる時間帯や曜
日、利用料 の負担、サー ビスの認知、サ ー ビスの提供 され る場所 へ の移動 な ども問題 になる。 そ
こで、痴果症患者 とその在宅介護者 にかかわ る一 時休息 の現状 について、 い くつかの角度 か らや
や立 ち入 って検討 してみた い●0。
サー ビスの利用 は、 サ ー ビス について知 ることか ら始 まる。在宅介護 者 は、痴果症 にかかわ る
一連 の情報、殊 に一 時休息 に関する情 報 について専門職者 か らの提供 をあてにす る。 なかで も一
般開業医か らの情報 に期待する在宅介護者 は、少 な くない。
「私 は、援助 を受 ける前 の数年間情報
を得 るのに相 当苦労 しました。掛 り付 けの一般開業医 が もっ と情報 を流 して くれない ものか と思
い ます」。一 時休息 について一般開業医 か ら教 えられた在宅介護者 もい る。「私の掛 って い る一般
開業医 は、一 時休息 について最初 に話 して くれ ました。休息 の定期的な取得 は、 自宅 で介護 を続
ける上 で役 に立 つ で あろうと示唆 して くれ ました」。これは、在宅介護者 の中では幸運 な部類 で あ
る。多 くは、情報 の入手 に相 当の努力 を払 う。
「私 は、一般開業医 は もとよ り地方 自治体 の ソーシ ャ
ル・ ワーク部、地域看護婦、精神病院、 コンサル タ ン ト、 それにクロス ロー ドに電話 をし、直接
出向 いて もみ ました。一時休息の情報 を入手す る為です」。「情報 は、確 かにあ ります。 これ は、
条件付 きの ことです。情報 の持 ち主 を知 っていての話 です」。一 時休息 に関す る情報 の入手 は、こ
れ らの声 に代表 され るように多 くの場 合 むず か しい。
情報 を運 良 く入手 で きた場合 で も、それは回頭 による ことが少 な くない。
「私 は、大 の利用 で き
るあ らゆる種類 のサー ビスについて知 る為 に数時間 を費 や しました。電話 を掛 けた り、手紙 を書
いた りしたのです。 これ は、挫折感 を伴 うばか りではあ りませ ん。最初 の うちは、 サ ー ビス を見
つ ける こと自体 がむず か しいのです」。 日頭 による情報 の入手 は、 やや問題 を含 む。 サ ー ビス は、
利用料 の負担 を伴 うこと一つ を考 えただ けで も、争 いの種 をはらむ。 しか し、在宅介護者 は、 そ
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うした危険 を百 も承知 の上で回頭 による情報 の入手 に頼 らなければな らないので あ る。
サ ー ビスの利用 は、痴果症患者 や在宅介護者 の居住 地 に左 右 され る。 ある人 々は、一 時休息 の
為 のサ ー ビス を容易 に利用 で きる ことか ら「実 に幸運 で ある」 と感 じた りす る。 しか し、 いか な
「 ある在宅
るサー ビス も地域 に用意 されない ことか ら、その意 に反 して利用 で きない人 々 もい る。
介護者 は、当局 の定 めた 区域 か ら離 れ る こと 15マ イルの場所 に住 んで い る為 に利用 で きません。
これ は、実 に不公平 で はないで しょうか」。
一 時休息 の為 のサ ー ビス は、 サー ビスの給付 され る場所 へ の移動 を伴 う。移動 に要す る時間 の
「私たち は、小 さい島 に住 んで い ます。病院 は、本 土 に
長 さ と交通手段 の確保 とが、問題 になる。
あ ります。 フェリーを使 つて病院 に通 い ます。 自宅 と病院 との往復 に 2時 間 を要 します。母 が病
院 で一 時休息 のサ ー ビス を受 ける間、私 は、 自宅 に一度戻 ります。私 は、 2往 復す る ことにな り
ます。あわせて 4時 間 を移動 の為 に使 うことにな ります」。通院 へ の同行 は、これでは一 日仕事 で
ある。「私 には、選択 の余地 が あ りません。入院中 の夫 を訪ね るのに片道 44マ イル、病院 のバ ス
に揺 られ るのです。 このバ スは、日に 2回 しか運行 され ません」。 これ らの例 は、アイル ラ ン ドに
おける人 口密度 の低 さを考 える と、 あながち稀 な事例 とは言 えない。
「バ スは、年
交通手段 が痴果症患者 を移送す るにふ さわ しいか どうか も、問題 のひ とつである。
老 いた人々 にふさわ し くあ りません。乗車 回の階段 が あまりに高 いか らです」。健常者 を想定 して
造 られたバ スが、 その まま利用 され る ことか ら、 こうした不満 も生 まれ るべ くしてうまれ るので
「 デイケアの為 のバ ス
ある。送迎用 のバ スが時刻通 りに運行 されないの も、問題 のひ とつである。
は、
殆 どいつ も大 幅 に遅れ て患者 を迎 えに来 ます。あま りに長 く待 た されて挫折感 を味 わ い ます」。
痴果症患者 の味 わ う挫折感 は、程度 の差 はあれ在宅介護者 にも共有 され る。
国民保健 サー ビス

(NHS)の 施設 を利用すれば、利用料 は不用 で ある。 しか し、 この種 の施設

のベ ッ ド数 は、前 に述 べ た ように縮小 され る傾 向 にあ る。一 時休息 は、 い きお い他 の施設 な どを
利用 しなければな らない。利用者負担 を避 けるわけにいかない。
利用者 の負担 は、 イギ リスの場合 ス コ ッ トラ ン ドを含 めて婚姻 関係 にあ る者 の枠 内 で行 われ
る。→。夫婦 は、同棲 の場合 を除 いて法的 な扶養責任 を負 う。 しか し、利用者 の負担 は、 この範囲
で あ る。 わが国の ように親 や兄弟姉妹 にまで及 ぶ ことは、考 えられない。
利用者 の負担 は、在宅介護者 の関心事 のひ とつで ある。ロージア ン州 で行 われた調査 によると、
15。

2%(66人 中 10人 )に 当た る回答者 は、利用者 の負担 を事 由 にサー ビスの利用 をあきらめる。

「私 は、国民保健 サー ビスの無料化政策 に賛成 で
問題 を指摘す る声 は、在宅介護者 に少 な くない。
す。 しか し、今 の政府 は費用 の計算 に熱心 で、利用者 の負担 を求 めてい ます。私 は、 これを実 に
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腹立 た し く思 い ます」。
「 国民保健 サー ビスの利用 による一 時休息 は、無料 です。 しか し、他 の一
時休息、中で もナー シングホーム な どの利用 による一 時休息 となると、費用 の負担 を覚悟 しなけ
ればな りません。 これでは、利用 を思 い止 まって しまい ます」。「民間の ホーム は、本当 にお金が
掛 ります。温 か く迎 え入れ、表面上 は高 い水準 の介護 を提供す るように見 えます。 しか し、全 く
当てにな りません」。利用者 の負担す る額 は、近年増 える傾 向 にある。
「一 時休息 に伴 う利用料 は、
最初 に払 った額 を上 まわ ります。94年 4月 か ら翌 95年 3月 までの負担 は、それ程高 くなか った よ
うに記憶 して い ます」。負担す る額 の増加 は、ロージア ン州 で行われた調査で もお よそ半数 の在宅
介護者の経験 す る こ とで ある (66人 中 31人 、47.0%)。
多 くの在宅介護者 は、 もし可能 な らば一 時休息 を含 むすべ てのサー ビスの無料化 もしくは、料
金 を徴収す る場合 で も痴果症患者の受給す る公的手当の水準 を基 に算定 され る最小限 の額 を希望
す る。
在宅介護者 は、平 日の夕方、週末 や体 日にお ける一 時休息 について要求す る。 これは、一 時休
息 の現状 を反 映 した ものである。「週末 は、 ホームヘ ル プ・ サ ー ビスがない為 に とて も大変です。
…ホームヘルプ・ サ ー ビスは、夕方 の時間帯 に も提供 され るようになって欲 しい と思 い ます」。
一 時休息 の為 のサ ー ビス は、言 うまで もな く対人 サ ー ビスの一種 で ある。サ ー ビスの水準 は、
その担 い手 の力量 に左右 され る所 が大 きい。在宅介護者 は、専門職者の望 ましい対応 として「好
意的な態度 」「親切」
「思 いや りあふ れ る態度」「穏やかな言葉 づかい」 な どをあげる。
専門職者 の力量 は、一朝 一 夕 に形成 されるわ けではない。痴果症患者 を相手 にする場合 には、
特 にそ うである。 また、適切 な対応 は、専門職者 にいか にも過酷 な労働条件 の もとでは期待薄 で
ある。在宅介護者 も、痴果症 につ いて良 く訓練 され理解 の行 き届 いた専門職者 の充分 な配置 を望
む。 2個 所 の施設 を利用 して一 時休息 の機会 を得た在宅介護者 は、次 の ように言 う。
「 Aの 施設 で
は、職員 と施設 の雰囲気 が私 と私 の母 に安心感 を抱 かせて くれ ました。身体的 に も精神的 にも支
えられて い る とい う感 じで した。 Bの 施設 で は、母 の介護 を受 けなが ら、なん とも頼 りないサ ー
ビスだな と感 じました」。別 の在宅介護者 も次 の ように言 う。「病棟 の職員 は、 いか に も少ない と
い う印象 を受 けました。患者 は、放 っておかれ病棟 の隅 にあるテ レビをじっ と見 つ めた ままで し
た。 よ り多 くの職員 を配 置 して患者 とその在宅介護者 に話 し掛 けるようで あって欲 しい もので
す」。
「専門職者当た りの患者 を少 な くして欲 しい ものです」。
「専門職者 当た りの患者数 が あまり
に多 い ことか ら、患者 は、時間 を持て余 し、怠惰 で もの うげです。雰囲気 は、 いやが上 に も重苦
しくな ります」。
一時休息の為のサー ビス は、在宅介護者の参加 を得 て計画 されて こそ効果的 である。痴果症患
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者 と一 緒 の 時 間 は、在宅 介護者 の 方 が 専 門職 者 よ りは るか に長 い。在宅 介護 者 が 痴果症 患者 の様
子 につ い て知 る こ とも、少 な くな い。 しか し、現状 は どうか と言 えば、 積極 的 な経験 が 蓄積 され
「職 員 は、自宅 に居 る痴 果症 患者 の様 子 につ い て 尋
始 め る一 方 で 、い か に も消 極 的 な事例 も多 い。
ね る為 に電話 を掛 けて来 ます 。職 員 が 、連絡 を止 めた こ とはあ りませ ん」。「私 は、看護 婦 や保健
訪 間員 が 訪 ね て くれ るの か どうか 、 あ るい は、訪 ね て来 る として もその時 間 につ い て一 切 知 りま
せ ん」。前者 は、広 が りの期待 され るす ぐれ た 経験 で あ り、後者 は、克服 され て しか るべ き消極 的
な事例 で あ る。
痴果症 患者 の介護 の歴史 は、浅 い。専 用 の施 設 が 建 て られ るの は、70年 代 中葉 で あ る。 しか も、
この経験 は、ス コ ッ トラ ン ドにお い てで はな い。イ ング ラ ン ドの あ る地 方 自治体 にお い てで あ る。
ス コ ッ トラ ン ドにお ける痴 果症 患者専 用 のナ ー シ ングホ ーム は、ス コ ッ トラ ン ド教会 に よって 84
年 に開 かれ る●つ。 ス コ ッ トラ ン ドの地 方 自治体 が これ らの経験 を受 け入 れ るの は、 もっ と後 で あ
る。痴果症 患者 の 介護 の歴史 は、 これ らの経 過 か ら伺 い知 る よ うにス コ ッ トラ ン ドで 始 め られ た
ばか りで あ る。痴 果症 患者 のかかわ る一 時休 息 は、 さ らに最 近 の こ とで あ る。
政府 は、痴果症 患者 に対 す るサ ー ビス を最 も優 先度 の 高 い政策 目標 として掲 げた こ とが あ る。
これ には、 一 時休 息 も含 まれ る。 1988年 の こ とで あ る。 同 じ こ とは、 90年 に公 表 の 自書『人 々 の
為 の介護 』 に も明言 され る●0。 サ ー ビス は、 これ らに沿 って確 か に充 実 され 始 め る。 それ は、痴
果症 患者 と在宅介護 者 の為 の一 時休 息 に も見 て取 る こ とが で きる。 多様 な先駆例 が ス コ ッ トラ ン
ドの各地 で積 み重 ね られ 始 めた の も、確 かで あ る。つ。 しか し、一 時休 息 を巡 る現状 は、 す で に述
べ て来 た よ うに多 くの克服 す るべ き課題 を抱 え る。 一 時休 息 は、痴 果症 患者 と在宅 介護 者 の双 方
に大 きな意 義 を持 つ だ けに、改善 の望 まれ る所 で あ る。
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