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ロ ン ドン・ サ ッ トン 自治 区の在宅介護者

三 富 紀 敬

はじめに

本稿 は、 ロンドン・ サットン自治区の在宅介護者 とその支援、 とりわけこの 自治区で先駆的 に
取 り組 まれた在宅介護者 の支援 について論ず ることを目的 にする。
資料 の収集 に当たつては、自治区住宅 0社 会サービス部 をはじめ各種 ボランティア団体 のおカ
添えをいただいた。 このことをあらかじめ記 して感謝の意を表 しておきたい。

I

自治区の概要

サットンは、 ロン ドンの南部 に広がる人口 17万 3,351人 の 自治区である (94年 )。 国際テニス
選手権試合で有名 なウィンブル ドンのあるマー トン自治区の南 に隣接する自治区 と言 えば、おお
よその位置 を理解 していただけるのではないか と思 う。
人口は、 ロン ドン33自 治区の中でも少ない。人 口の少ない方か ら数 えて 10番 目に当たる自治
区である。少数民族 に属する人々 (6.1%)も 、 コン ドンの平均 (20.8%)に 比べ ると際立 って少
ない (91年 )。
地下鉄

(ノ

‐ザ ン・ ライ ン)の 終着駅モーデ ンを降 りて住宅街 を歩 くと、あるいは国鉄 のサッ

トン駅から自治区役所 の庁舎をへて自治区内一番 の繁華街 であるサットン・ ハ イ・ ス トリー トの
界隈 を歩きまわる と、サットン自治区の人々の相対的に豊かな暮 らしぶ りについて感 じさせ られ
る。テムズ川の南 に広がるサザック、 ランベス、ルーイシャムあるいはグリニ ッジ、テムズ川の
北 にあるニ ュワム、ハ ックネイ、 タワーハム レッツ及びウオルサムフォンス トなどの各 自治区を
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歩 いた経験 か らす ると、 その印象 を強 くす る。
サ ッ トン自治区の相対的 な豊 か さは、各種 の統計指標 か らも読 み取 る ことが で きる。表 1は 、
この 自治区 とロ ン ドン全体 の労働・ 生活条件 について比較 した ものである。 自家用車 のない世帯
についての計数 は、資力 の乏 しさを間接的 に示 す指標 としてイギ リスで しばしば用 い られ る。 こ
の計数 は、貧困層、すなわち非 自人 の少数民族 をはじめ単親世帯及び一人暮 らしの年金生活者 に

ついて 目立 って高い。サットン自治区の計数は、表に示すようにロン ドンの平均 よ りも低 い。稼
ぎ手 のない世帯の子供に関する計数 も、自家用車 のない世帯のそれ と同 じように資力の乏 しさを
間接的 に示す指標 である。 これ も、見 られるようにサットン自治区で低 い。補足手当は、資力の
調査をもとに一定 の所得水準に達 しない人々に給付 される。 この手当の受給者比率 は、低所得者
の存在を示す。サットン自治区の計数は、 ここでも低 い。失業率 の相対的な低 さも、表 に示され
る通 りである。他方、労働力率 は、サットン自治区で高い。

表

1

ロン ドン・ サ ッ トン自治区の労働・ 生活条件

(単 位

ロン ドン・ サ ッ
トン自治区

労働・ 生活条件
自家用車 を持たない世帯の比率 (91年 )
車 を主な交通手段 として利用する比率 (91年 )
稼 ぎ手 のいない世帯 の子供の比 率 (91年 )
時給4.26ポ ンド以下のフルタイム雇用者比率 (95年 4月 )

補足手当 (SB/1S)受 給者比率 (94年 )
うち60歳 以上 (94年 )

ロ ン ドン

26.3

40.7

55.3

41.3

12.3

2219

2

4.8

9̲1

16.9

5。

10.6

17.4

労働力率 (96年 )
失業率 (96年 7月 )

68.4

64.1

5.6

10.8

月を超す失業者 の比率 (96年 7月 )
自己申告による失業率 (91年 4月 )
標準化死亡率 (91年 )

36.0

43.0

12ヵ

幼児の死亡率(D(90〜 92年 )
長期疾病者 の比率 (91年 4月 )
社会的保護住宅②の入居者比率 (91年 )
ホームレスの受 け入れの推移 (89/90〜94/95年 )
ホームレス比率0(94〜 95年 )
一室 に 2人 以上居住する世帯 の比 率 (91年 4月 )
基本的な設備 のない住宅 に住む世帯 の比率 (91年 )
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85.0

102.9

6.4

7.3

10.0

11.3

17.4

28。
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(1)に

最 も不利 な境遇 の人々 は、イギ リスの研究成果

従 えば富裕 な人 々 よ り相対 的 に高 い罹病率

や障害者率及 び短 い寿命 とい う代価 を支払わなけれ ばな らない。労働 と生活 の条件 は、人 々の健
康 に徐 々に投影 され世代間 にも継承 され る。 これに関係す る指標 の い くつかは、前出 の表 に示 し
て ある。た とえば長期 に疾病 を患 う人 々の比率 で ある。これは、サ ッ トン自治区で相対的 に低 い。
自治 区の相対的 な豊かさを物語 る。
住宅 に関す る諸指標 も、表 に示す ようにサ ッ トン自治区で相対的 にしろ恵 まれた水準 にある。
自治 区の コ ミュニ ティーケア計画 (1996/97年 、 1997/98年)は 、政策 の対象者 として高齢者 を
はじめ知的障害者、身体障害者、知覚障害者、精神衛生上の問題 を抱 える人 々、 エ イズ感染者、
薬物 やアル コール飲料等 の乱用者、 ホーム ンス それに在宅介護者 をあげる。 これ らの うち高齢者
(男 性

65歳 以上、女性 60歳 以上 )を 例 に とれ ば、 お よそ 1万 1,000人 の高齢者 はなん らかの障

害 を抱 えて 日常生活上 の援助 を必要 にす る人 々で ある。この中 には、2,660人 の重度 の障害 を抱 え
る高齢者 も含 まれる。 これ らの高齢者 は、85歳 を超 す後期高齢者 の増加 に連動 して、2001年 まで
にさらに増 える と予測 され る。社会 サ ー ビス と保健 サー ビスヘ のニ ーズは、否応 な く高 まる。 ま
た、16‑69歳 層 のお よそ 1,000人 にのぼる重度 の身体障害者 は、地域 で生活 を営む。 この数 も毎
ニ
年 50‑60人 ず つ増 えてい くと予測 され る。コ ミュニ テ ィーケアに対す る ーズ は、この面 か らも
高 まる。
ボラ ンティア団体 は、 この 自治 区で も数多 い。 サ ッ トン自治区 ボラ ンティア・ サー ビス・ セ ン
ター

(SCVS)に カロ入す る団体 だ けで も 200を 超 す (97年 8月 末現在 )。 エ イ ジ・ コンサ ー ン・サ ッ

②
トン (ACS)の 編集 になる『高齢者 の為 のサ ー ビス案内一サ ッ トン情報便 覧 ―』 (97年 )は 、公的
な機関 の窓 口 と並 んで数多 くのボラ ンテ ィア団体 を紹介 す る。 その中 には、在宅介護者全国協会

(CNA)や メ ンカ ップ (MENCAP)あ

るい はプ リンセス・ ロイヤル・ トラス ト

(PRT)な

どの

全国組織 のサ ッ トン支部 も含 まれ る。在宅介護者援助 グループ (CSG)は 、 自治区住宅・社会 サ ー
ビス部 の在宅介護者啓発班

(CDU)の 把握す る限 りで も 20を 数 える0(95年

12月 現在 )。

ボラ ンテ ィア団体 の活動 も実 に旺盛 である。 ここでは、 3つ の団体 について紹介 しなが ら盛 ん
な活動の一端 に触 れてみた い。
市民相談事務 局

(CAB)は 、 1939年 か らこの 自治区 に事務所 を構 えて自治 区民 の相 談 と助言 に

乗 り出 してい る。その 目的 は 2つ ある。人 々が権禾Uや サ ー ビスの存在 を知 らない こと、あ るい は、
そのニ ーズ を適切 に表現 しない ことに由来す る不利益 を被 らない ようにす る こと、 い まひ とつは
社会政策 と社会 サ ー ビスの拡充 に地域 はもとよ り全国 の レベル で も道理 ある影響 を及 ぼす ことで
ある。 そのサ ー ビス は、機密性 の保持 をはじめ公平性 と独立性 の確保及 び無料 での提供 といつた
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4つ の原則 に沿 って給付 され る。事務所 は、自治区内 5カ 所 に開かれ る。 この うちの 3つ は、最 も

賑わ い を見 せ るサ ッ トン
・ハ イ・ス トリー トに隣接す る通 りや 自治区役所 の庁舎内 にある。
相談 は、
英語や フランス語 で行われ る他、 ウル ドー語 やタ ミル語、 アラ ビア語、デ ンマー ク語 な どで も応
ず る。年間 の運営費 は、戦後 ほどない時期 の517ポ ン ド (1952年 )か ら4,330ポ ン ド (74年 )を ヘ
て、今 日で は24万 ポ ン ドを超 す額 にまで伸 び る (96年 )。 相談 の 内容 も時代 とともに変化 す る。
60年代中葉 で は家族や私事 を主 な内容 にする (28%、 64年 )。 公的な諸手 当 に関す る相談 は、 この
当時 に僅 か 2%に す ぎない0(64年 )。 しか し後者 に関する相談 は、80年代中葉 に14%(83年 )を 占
め、最近 で は33%に まで増 える (96年 )。 これに コ ミュニ テ ィー ケアや保健 についての相談 を加 え
る と、39%に なる。他方、家族や私事 に関す る相談 は、 7%を 下 まわ る水準 まで減少す る (96年 )。

96年 の相談件数 は、 4万 5,092件 で ある。相談 に訪れ る人々の利益 は、金銭的なそれに限 って も
87万 9,044ポ ン ドにのぼ る。市民相談事務局 の大 きな影響力 を知 るに充分 な実績 で ある。
サットン在宅介護者センターは、全国 61カ 所 にのぼるプ リンセ不・ロイヤル・ トラス ト在宅介
護者 センターの一つである(ロ ン ドンだけでは 8カ 所 の うちのひとつ、97年 5月 )。 センターの手
掛ける事業 は、 7種 類 を数える。第 1に 、在宅介護者が同 じ立場 にある人々やセンターの職員あ
るいはボランテ ィアと会った り話 した りする機会 の提供 である。第 2に 、公的な諸手当やサービ
スに関す る情報及 び助言を在宅介護者 に届けた り、在宅介護者についての情報 を専門職者や一般
に周知することである。第 3に 、在宅介護者への訓練機会の提供である。第 4に 、在宅介護者の
ニーズに沿 う一時休息の機会を無料 で提供す ることである。第 5に 、在宅介護者 の為 の電話相談

の開設である。在宅介護者の声に耳を傾け、これを通して情緒的な支援を行うのである。第 6に 、
在宅介護者の為に様々な社会活動の場を提供することである。最後に、在宅介護者 とその支援グ
ループに会合の場 を提供することである。センターは、サットン
・ハイ・ス トリー トを東 に 100メ ー
トル程入 った所 にある。 この上な く便利な場所である。す ぐ近 くには、自治区で最大 の売場面積
を持つテスコ社 (Tesco)の スーパーマーケットがあるQ自 治区役所 の庁舎や中央図書館 も歩 いて
10分 程 の距離 にある。
このセンターは、
『在宅介護者情報便覧』(97年 4月 )の 他 に、
『ベ ンヒル・ビューグル』(Benhill
Bugle)と 題するニ ューズ ンター (A4版 8ペ ージ立て、97年 6月 第 1号 )を 発行する。主な財源

は、自治区の補助金である。 しかし、 この補助金 は 3年 を限度 にすることから、 その安定的な確
保 と増額 とが大 きな課題 である。
在宅介護者支援マー トン

(CSM)は 、マ,ト ン自治区ボランテ ィア・サービス協議会 (MVSC)

のもとで 92年 4月 に事業を開始 してのち、93年 6月 に独立 した団体 である。団体の結成に至るそ
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・サー ビス協議会 が、88年 10月 に開 いた在宅介護
もそ もの発端 は、マー トン自治区 ボランテ ィア
者 とそのニ ーズ に関 す るセ ミナーである。 そ こで は、在宅介護者 に対す る援助 の必要性 が共通

の

0。
理解 にな り、これ に要す る財源の確保 について一致 した認識 が得 られ る 慈善団体 としての登録

は、当初 93年 に予定 され る。 しか し、結局 の ところ翌 94年 の 7月 に行 われ る。 主な活動 の場所
は、サ ッ トンに隣接 す るマ ー トン自治区である。しか して活動 の一部 は、サ ツ トン自治区で も行わ
ニ ーズの
れる。 この団体 の 目的 は、在宅介護者 の発見 をはじめ必要 な情報 の提供、在宅介護者 の
分析 と宣伝、援助 グループの設立及 び関係 す る政策 の立案 と関係機関

へ の働 き掛 けな どである。

『在宅介護者情報便覧』を作成 して利用 に供 す る他、季刊 のニ ューズンター を 94年
この団体 は、
12月 か ら発行 す る。当初 の発行部数 は、在宅介護者 お よそ 300人 と専門職者 お よそ 100人 の合計

400部 程度である。 これが、97年 3月 になると在宅介護者 425人 、専門職者 175人 、合計 600人
に届 けられるまでに増える0。 2年 と少 しの間 に 1.5倍 化 した計算である。この団体 による在宅介
護者 の発見が進 み、専門職者 との交流 も着実 に進展 した ことの左証 である。95年 4月 か らは、少
数民族 に属す る在宅介護者や在宅介護 を担 う児童の支援 にも本格的 に乗 り出す。 さらに、自治区
の コ ミュニティーケア計画の策定 に参加 して、在宅介護者 の支援や在宅介護 サービスにかかわる
施策 の一定の拡充に成功する。
悩 みはこの団体 にもある。各年度の『年次活動報告書』で変わらず に指摘 されるのは、自治区

95年 4月 から 97年 3月 までの 2カ 年度だけでも 14.65%に 当たる額
か らの補助金の削減である。
の補助金が削 られる0。 この団体 にとつては、フルタイムとパー トタイムの職員各 1人 、合計 2人
の賃金 に相当する金額である。 この削減 は、『年次活動報告書』も触れるように殆 どのボランティ
ア団体 についてなされた措置である。在宅介護者支援マー トンがその影響 を着実 に広 げてきただ
けに、見過 ごす ことのできない措置である。

Ⅱ 在宅介護者の貢献 と自治区の対応

在宅介護者の承認 とサービスに関する95年 法は、在宅介護者の法的な定義を次のように与え
る。在宅介護者は「その年齢や被介護者 との姻戚関係及び同居のいかんにかかわりなく、かなり
の量の介護 をいつ もの様 に提供す る人 々である。但 し、 ボラ ンテ ィアや雇用関係 の下 で介護 を担
う人 々は、除 かれ るK81」 。サ ッ トン自治 区 は、 これが いか にも概括的 な定義 で ある として、実 用的

「在宅介護者 は、日常生活上の作業を以つて他の人々をいつ
でやや広い定義を次のように与 える。
も手助 けしたり、あるいは情緒的な援助や社会生活上の世話 を行う人々である。在宅介護者 は児
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童であった り、あるい は成人 であった りと、 その年齢 は区々で ある。被介護者 の親 もしくは他 の
親戚、友人や隣人 で あった りもす る。介護 の全 てを提供する こ ともあれば、その一部 を担 う こと
もある。他 の人 と介護 を分担す ることもある。被介護者 は、児童 で あった り成人 で あった りす る
が、高齢や疾病 に由来す る身体上 の障害、精神衛生上 の問題 あるい は身体 の衰弱状態 を抱 えるに
ちが い ない。(賃 金の取得 を目的 にす る援助や ボランテ ィア団体の派遣 による介助 あるい は里親 と
して介護 に当た る人々 (foster carer)は 、 この定義 か ら除 かれ る)C91」 。
自治区の定義 は、95年 法 のそれに比 べ る と 2つ の特徴 をもつ。 その 1つ は、介護 の内容 を「 日
常生活上 の作業」及 び「情緒的 な援助 や社会生活上 の世話」 としてやや具体的 に示す こ とで ある。
い まひ とつ は、95年 法 のい う「 かな りの量 の介護」 とい う文 言 を退 け、 これにかえて「介護 の全
てを提供す ることもあれば、 その一部 を担 うこともある」 との規定 を与 える ことで ある。 自治 区
の定義 は、 これ らに示 され るように 95年 法のそれ よりも実用的 でやや広 い。
自治区の在宅介護者 は、当初少 な くとも 4,000人 か らせいぜい 1万 人 にすぎない と推測 されて
きた。 これ は、雇用機会均 等委員会 の 82年 にお ける推計値 (イ ギ リス全体 で 125万 人 )か ら住宅・
社会 サ ー ビス部 の担当者 によって推論 され、87年 に(10公 表 された結果 で ある。しか し、自治区は、
中央統計調査局『国勢調査』85年 版 の 88年 にお ける公表 を契機 に推計結果 の訂正 を行 う。
『国勢調査』85年 版 による と 16歳 以上人 口の 14%、 同 じく 90年 版 に従 えば 15%
在宅介護者 は、
を占める。自治区は、在宅介護者 の規模 について これ を拠 り所 に推計す る。他 の 自治体 で も一般 に
採用す る方法である。最近 の結果 は、表 2の 通 りである。総数 で 2万 1,000人 、週 20時 間以上 を
介護 に当 て る人 々に限 って も 5,500人 で ある (16歳 未満 の在宅介護 を担 う児童 100人 以上 は、総
数 とは別 である)。 年齢階層別 には、45‑64歳 層 が主力 を占める。65歳 を超す在宅介護者 も、表

3に 示す よ うに 6人 中 1人 を占める。在宅介護者 の高齢化 は、男性 よ りも女性 でやや顕著 で ある。
在宅介護者の担 う介護作業 の経済的な価 値 は、表 4に 示す よ うに概 算 で 9,300万 ‑1億 4,000
万 ポン ドにのぼる (94年 )。 算出 の方法 は、表 の下欄 に述 べ るよ うにエ イ ジ・ コ ンサー ン・ス コ ッ
トラ ン ド(AGS)に 提出の O.S.ゴ ー ドン と S.C.ド ナル ドの報告書 に従 っている。介護作業の時間
当た り単価 をどの ように定 めるかは、議論 のわかれ る所 で ある。 ここでは、介護作業 に類似す る
職種 を定 めてその賃金水準 を用 い る。在宅介護者の数 もさることなが ら、担 う作業 の経済的な価
値 も著 し く大 きい。 なん となれば 自治区が コ ミュニ テ ィ早 ケア計画 に沿 って在宅介護者の支援 に
直接投 じた金額 は、僅 かに 21万 ポン ドであ る (93年 度 )。 1ヽ 在宅介護者 は、 これの幾倍 にも相 当
す る価値 の介護 作業 を無償 で担 うのである。 これ を有給 のホームヘ ルパ ーが担 うとなれば、 その
数 は格段 に増 え、 自治区の財 政当局 も相応 の追加 出費 を覚悟 しなければな らない。
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表2

ロン ドン・ サ ッ トン自治区の在 宅介護者
(1990年 ,%)

ロンドン
・サットン自治区
の在宅介護者 (94年,人 )

15

21,000

8

11,000

4

5,500

在宅介護者 の比 率
在宅介護者
主 たる在宅介護者
週20時 間以上の介護 を担 う在宅介護者
被介護者 と同居 の在宅介護者
被介護者 の別居の在宅介護者

4

5,500

12

16,700

ng services for carersin the London Borough of Sutton,

[資 料]SuttOn HOusing and Social services,Impro宙

planning for 1997‑2000,p.7よ リイ
乍成。

表3

ロン ドン・ サ ッ トン自治区 における在宅介護者 の性別・ 年齢階層別構成

(単 位

(⇒

65歳 以上

:人 ,%)

16〜29歳 層

30〜 44歳 層

45〜 64歳 層

1,300

2,400

3,700

1,400

8,800

女性 (B)

1,500

3,400

5,200

2,100

12,200

計 (C)

2.800

5。

900

3.500

21,000

男性 (A)

(A)
(B)
(C)

800

8。

計

14.8

27.3

42.0

15。

9

100.0

12.3

27:9

42.6

17.2

100.0

13.3

27.6

42.4

16.7

100.0

[資 料]表 2に 同 じ、p.7よ り借用。
[注 ](1)1994年 の結果である。

表4

ロン ドン・ サ ッ トン自治区の在宅介護者 による介護作業 の経済的 な価値
な価値(0
(ポ ン ド)

の時間 当 た り単価 (a
(ポ ン ド)

週 当 た り 週当た り介護時
(D
介護時間 間の推定平均

(B)

(時 間)

(時 間 )

2

7,450

3,540,836

3,943,732

9

7.5

5,360

9,553,128

10,640,136

10‑19

15

4,290

15,292,134

17,032,158
25,290,174

0〜 4
5〜

20ハ Y49

35

2,730

22,706,502

50‑

75

2,370

42,240,510

47,046,870

93,333,110

103,953,070

計

逗lli

箭 品IЪ L犠″謝溜

°
Ш 」鈍楓

rdon and Sheena C.Donald,Infomal care and older
翼 野 鐵 幾 欝

た
但し
、
。
)を と
手当を
除く
っ
ぜ進価時間
外
酬讐
潟1:猟務騒磐″
F霊櫂易纏程
υ
ンについて拾 えな い為 にイギ リスの平均 である。
計数 は、サ ッ ト

(3)計 算式 は、次の ようである。週 当た り介護時間 の推定平均 X52週 ×在宅介護者数 ×介護作業 の時 間当た
り単価。

(4)1994年 の結果 で ある。
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無償 の介護作業 は、在宅介護者 一人 ひ と りでは背負 い きれない負担 を伴 う。殊 に賃労働 に携わ
りなが ら介護 を担 う場 合 にそ うである。 自治区 にお ける労働力率 は、前出の表 1に 示 した よ うに
ロ ン ドンの平均 よ り 4ポ イ ン トほ ど高 い こ とを思 い起 こした い。
在宅介護者 が、仕事 と介護 との二重の負担 に悩 むさまは、 自治区住宅 0社 会サー ビス部在宅介
護者啓発班 の調査報告書『仕事 と家族(12」 (93年 1月 調査、同年 3月 発行 )に 詳 しい。
回答者の多 くは、仕事 と介護 とを両立 させ るに必要 な術 として「時 間 を上手 に使 う」 (76%)、
「変化 に うま く適応す る」 (75%)、 「前 もって計画す る」(72%)、 「優先的 に扱 う事項 を見定 める」

(64%)な どをあげる。在宅介護 者 は、 これ らの術 を経験 に即 して心得 るとはい え、労働時間の
調整 を抜 きに介護 を担 い続 けるわ けにいかない。 4人 に 1人 の在宅介護者 は、労働時間の個別的
な短縮 を選 ぶ。介護 を一時的 にしろ優先 しなければな らないか らである。 この他 にも、責任の軽
い部署 へ の配置転換

(9%)や 他 の部署 へ の移動 (6%)な

どの方法 も取 られ る (他 に、短期 も

し くは長期 の休暇 35%、 その他 17%)。 介護 を事 由 にす る仕事 の変更 は、性別 には女性 に多 い。
この種 の変更 を選 んだ ことのない在宅介護者 は、男性 55%に 対 して女性 44%で ある。
男性 に少 な
く、女性 に多 いので ある。他方、労働 時間 の個別的な変更 は、男性 4%、 女性 32%で ある。責任
の軽 い部署 へ の配置転換 もそれぞれ 0%、 8%、 他の部署 へ の移動 も同 じく1%、

7%で ある(他

に短期もしくは長期の体暇いずれも13%、 その他 23%、 15%)。 これらの結果から介護責任の女
性への傾斜を読み取ることができよう。賃金の性別格差を考えるならばヽ賃金の低い人々への介
護責任の傾斜と言いかえることもできる。
仕事 と介護 との調整 は、労働 時 間 や配置転換 に とどまらない。時 に昇進や就 業 それ 自体 さ え左
右する こ ともある。 3人 に 1人 をやや下 まわ る在宅介護者 は、昇進 の提案や職業訓練 へ の参加 を
辞退 した こ とが ある (29%)。 仕事 と介護 との両立 を考 えての結論 である。注 目 されるのは、性別 の
格差 で ある。この種 の辞退 は、ここで も女性 に傾斜す る(男 性 7%、 女性 37%)。 公務員の職 か ら退
こうとさえ考 えた在宅介護者 は、 4人 中 1人 に近 い (23%)。 性別格差 は ここで も かめ られ る
確
。
辞職 を考 えた男性 は 7%で あるのに対 して、女性 は 28%で ある。 これは、職業意識 の性 によるち
がいだけか ら説明で きるで あろうか。 や は り賃金の性別格差 を抜 きに考 えられない結果 で ある

:

仕事 と介護 との両立 が生 易 しい事柄 ではないか らであろ うか、職場 の電話 を私用 に使 うの もや
むを得 ない と考 える在宅介護者 も少な くない (20%)。 在宅介護者 は次の よ うに言 う。「
私用 に使
うのは、置 かれてい る今 の状況 の中で私 に とって はこの上 な く切実 な問題 です。職場 の電話 は、
外部 とつなが る唯― の電話です。私用の為の電話 は、事務所 にはないのです」。在宅介護者 は、 こ
うした私的 で防衛的な方法 を取 るだけではない。介護 を事 由 にす る特別休暇 の制度化や在宅勤務
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制度 の新設 を求めて、制度 による保障 を築 こう とす る。 いずれ も、 3人 に 1人 前後 の在宅介護者
の声 である (34%、 29%)。 この うち前者 の希望 は、男性 よ り女性 に多 い (20%、 34%)。 他方、
後者 のそれ は逆転 して女性 より男性 に多 い (32%、 28%)。 性 による このちが い は、職場 における
責任 の軽重 や管理職者比率 の相違 に主 として根 ざす問題 である。
在宅介護者 は、疲労 をお して介護 を担 う場合 もある。 これが昂 じて、 みずか らも病気 を抱 えな
が ら被介護者 に向 き合 う人 々 もい る。 自治区が ロン ドン・ リサーチ・ センター

(LRC)に 委託 し

た調査報告書 (91年 5月 調査、同年発行 )に よる と、 5人 に 1人 強 の在宅介護者 は、 ス トンスや
意気消沈、高血圧 な どの状態 にある。 この他、狭 心症 やてんかん発作、不眠症 あるい は慢性的 な
疲労 を訴 える在宅介護者 もい る

(10。

在宅介護者 は、介護 に追われて我 が身 を振 り返 る余裕 もな く、

ついには介護 を要す る人々の一 員 にカロわ るのである。 しか し、被介護者 を抱 える ことか ら介護 か
ら手 を引 くわけにいかない。 ここに、問題 の厳 しさがある。
そ うした状態 は、家族 や友人 あるい は隣人 か らの これ とい った援助 もなしに一人介護 を担 い続
「私 は、アルツハ イマー病 の人 を看
けなければな らない、いわば出回のない 日々の結果 で もある。
二
る在 宅介護者 として とて も寂 しい思 い をしてい ます。 それ とい うの も、話 し相手 が誰 人 として
いないのです」。「私 には娘 もあ り孫娘 も居 ます。 しか し、介護 を担 ってい ますか ら、被介護者 を
一人 にして娘 たち と会 うわけにいか ないのです」。「在宅介護 者 は、 自分 の健康 が す ぐれな くなる
のを覚悟 しなければな りません」。「他 の在宅介護者 たちは、介護 が いかに 自分 たちの健康 に暗 い
影 を落す かについて話 してい ます」。
一 時休息 は、在宅 介護者 の願 って もない機会 で あ る。 いつ果 てる とも知れない介護 か らほんの
ニー

ひ ととき離れ る ことによって、 自分 の時間 をか ろうじて取 り戻 せ るか らである。一 時休息 の

「私 に代 わ つて介護
ズは、サ ッ トン自治 区の在宅介護者 にも強 い。例 えば次のように表現 される。
「私 は、ほんの一 晩、
を担 う人 は居 ないで しょうか。私 に休息 を与 えて くれ る人 を探 して い ます」。
それ も夕方の 7時 か ら 11時 までの間、介護 を忘れ て外出 した いのです」。
サ ッ トン自治区 は、在宅介護者 の支援 について数多 い 自治体 の中で も先駆的 で斬新 な取 り組 み
ベ
を重ね て来 た 自治体 として 自治 区の内外 か ら高 い評価 を受 ける。 そ うした評価 は、全国 の レ ル
・セ ンター (KFC)、 ヨー ク大学社 会政策研
で は保健省社会サー ビス検 査官やキ ングス・ フ アン ド
究 ユニ ッ ト

(SPRU)及 びジ ヨセ フ・ ロウ ン トリー財団

ミュニ ティー ケア調査 ユニ ッ ト(10(NCCSU)、

(JRF)、

レスター大学 ナ フ ィール ド・ コ

(1つ
自治区内ではプ リンセス・ ロイヤル・ トラス ト な

どによつてなされ る。 サ ッ トン自治区の取 り組 みは、区内 の在宅介護者 とその関係団体 によつて
歓迎 され た ことはもとよ り、種 々な手段 を介 して全国 に も紹介 され各地の施策 に生か され る。多
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岐 に亘 る取 り組 みの中か ら代表的 な もの を紹介すれば、次の通 りである。
第 1に 、自治区の在宅介護者支援計画の発足 は、1985年 である (名 称 は 93年 か ら在宅介護者啓
発班 に変更 )。 この種 の計画 の発足 と拡充 で は、パ イオニ ア的 な存在 の 自治体 として良 く知 られ る。
ちなみにイングラン ド中西部 のバ ー ミンガム市 も在宅介護者 の支援では全 国的 にも注 目され る都
市 のひ とつで ある。しか し、この種 の計画 の発足 は、サ ッ トン自治区 よ り 2年 遅 い 87年 3月 で あ
る(10。 バ ー ミンガム市 と同 じように注 目され るハ ンプシ ャー州 やオ ックスフォー ドシャー州 も、
それぞれ 89年 と 90年 の発足 で ある。サ ッ トン自治区 よ り 4年 か ら 5年 後 で ある。 サ ッ トン自治
区 は、在宅介護者 に焦点 を絞 った施策 について長 い歴史 を もち、 しか も上級幹部職員 を これに当
ててサー ビスの拡充 を試 みて来 た、 と高 く評価 され る(1つ の も由な しとしない。
第 2に 、在宅介護者の登録制度 は、 サ ッ トン自治区の先駆的な経験である。 この制度 を通 して
得 られ る情報 は、在宅介護者 の支援 につ いて計画す る際 に活用 され る。 また、在宅介護者 に情報
を届 ける為 の住所録 として も利用 され る。 この制度 は、 マンチ ェス ター市 の西 に広 が るマージー
サイ ド州 もサ ッ トン自治区 に倣 って 96年 か ら導入す る。 サ ウス 0ヨ ー クシャー州中部の ロザラム
市 もほぼ同 じ時期 に導入す る。 イ ングラ ン ド南部 の保養地 として有名 な ドーセ ッ ト州 も、年次 は
不明 で あるものの既 に導入 してい る。 ロン ドン・ ブ レン ト自治区やテームサイ ド州あるい はバ ー
ミンガム市 も、導入の年次 は不明 で あるものの 96年 の時点 で既 に導入済みである。他 の 自治体 は、
ニ ューズ ンター な どを在宅介護者 に届 ける為 に郵便宛名簿 を整備す る程度 で ある。 しか も、 この
種 の名簿 を備 える自治体 も、イ ングラ ン ドの 80を 超す自治体や ウェール ズの 25を 超す 自治体及
びス コ ッ トラ ン ドの これ も 25を 超 す 自治体 の コ ミュニ ティーケア計画な どを見 る限 り数 える程
で ある。表 5は 、登録制度であれ郵便宛名簿であれ、 それ らを通 して ともか く在宅介護者 を把握
する自治体 について一 覧 した ものである。但 し、 マー ジーサ イ ド州 とロザラム市 は、計数 を入手
で きてい ない為 に除 かれる。見 られ るように 22の 自治体 について示 して ある。この うち 3つ の 自
治体 は、複数年 についての表示 で ある。
表 に記載 のない 自治体 の 中 には、在宅介護者 に関す る情報 のデータベ ース化 を計画す る 自治
体(10も ある。 しか し、 これ らの 自治体 は、 い まだ計画 の段階 にある為であろ うか在宅介護者 の把
握数 について コ ミュニ テ ィーケア計画な どに公表 してい ない。 これ らの 自治体 も表 に記載 してい
ない。関係す る自治体 に労 をい とわず問 い合 わせ るな らば、必要な計数 を押 さえることもで きる
と思われ る。 ちなみに表中のサザ ック自治 区 とバ ー ミンガム市及 びイース ト・ サセ ックス州 の計
数 の一部 は、担当者 か ら筆者 に寄 せ られた手紙 に示 されて いた ものである。表中の 自治体 は、 こ
のような作業 をへ るな らばさらに増 える ことになろ う。
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表5

在宅介護者 の登録数 に関す る自治体比較

比
率(%,3)

在宅介護者 (人 )
登録数

コベ ン トリー市
ブ リス トル 市
コ ー ン・ ウ ォー ル
イ ー ス ト・ サ セ ツク ス 州
ハ ンプ シ ャー州
ポ ニ イ ス州
lJll・

￨

(A)

200(93生 F4り弓)
800(97̀■ 5月 )

ロ ン ドン・ サ ッ トン 自治 区
ロ ン ドン・ サ ザ ック 自治 区
ロ ン ドン・ ル ー イ シ ャ ム 自治 区
ロ ン ドン・ レ ッ ドブ リッジ 自治 区
ロ ン ドン・ キ ングス トン・ アポ ン・ テムズ 自治区
ロ ン ドン・ マ ー トン 自治 区
ロ ン ドン・ ウオ ル サ ム フ ォ レス ト自治 区
ボー ル トン市
ス トッタ ポ ー ト市
テ ー ム サ イ ド州
セ フ トン市
シ ェ フ ィー ル ド市
バ ー ミンガ ム 市

(。

200(96年 9月 )
300(954「 )
650(96生 F)
450(964「 )

■ 3月

425(9

366(96角

「

750(96」 手 3月

100(974巨

)

)
)

)

289(96年 )
000(96生 F)
700(95角 巨)

4月 )
5 000(97■ 5月 )
000(93̀■

3 051(96年 11月 )

600(95年 )
800(96生 F)
3 000(97生 F)
8 500(96角 巨)

エ ア シ ャー
ミ ドロ ー ジ ア ン

150(96年 3月 )

オ ー クニ ー諸 島

327(93生

平 均 (al
〃

2

57(97生F)

「

1,859
1.526

)

21,000(94角
「

)
)

26,000(964F)
27,000(95準 )
「
26,000(96詢 )
「
12,200(964「 )
19,000(96姿 F)
24,000(95生 F)
27,000(964「 )
22,500(97準 )
「
20,000(96生 )
「
33,000(96生 )
「

〜 9::888(95年 )
126,000(95準 F)

126,000(95年 )
37,000(904F)
35,000(954F)
60,000(96年 )

5.7
8:6
4.6
4.8
2.5
3.9
2̲2
1.5

2.8
4.9
1.4

6.1

0.9‑1.1
3.2
4.0
8.2
1.7
1.3

80,000(954巨 )
185,000(96準 F)

3.8
4.6

14,475(3)(
)
14,475(3)(
)
000(904「 )

1.4

４

201(9伊 ■12月 )
225(97生 F6り電)

〃

総数 (B)
21,000(94年

500(904F)
988(93年 )
52,785ハ V53,285

45.446‑45,854

1.6
0.4
0.6
14.9ハ V16.4
3=5
3̲3〜 3.4

1993/94,̲p.lQpュ L■ 91♪ utt91,
, Sutton and
Housing and Social Sewices,Community care pla■
Wandsworth Health Authority and' als, Sutton community care plan, ,May !99!, p.42, Southwark Carers,
Southwark
Services,
p.
Social
Council,
1,
1996,
Southwark
News,
September/October
Soum*aif. Carers
Rachel Carter (Commissioning
;fi;ditt care ptan tgSiZ-ZO}O, caring for the fulu{, p.81,, A Letter from 1996,
Annual
Lewisham,
Carers
Oiiil;; $"th;;tk Council, SSD) to Klyoshi MITOMI a-atea fAttr December
1997-2000, p'-33,
t"p;;itgvgA, p.Z, i"*i"ttu- Social Seivices, Draft Joint co_mmunity-care plan fo-.r Lewisham
tdwistram Soiiit Services, Carers strategy 1996-99, pp.2-3, LB of Redbridge, Redbridge community care pl-an
lgg6--gt p. i3b, Ttt" n"yal Borough of K-ingston uqon Thames, Community Serv^ices Deqartment, Community
piiti tggO to fggg, pp.49-50,"Merton Clouncil Social Services De_partme-nt, Community care plan Merton
""i.
l1g1n{p.SZ, Carers S"irbott Merton, Annual report lnd accounts 1995, CSM, p. 2, Alnual report and accounts
1gg6'-gi',-CSM, p.3, Waiiliam Forest Carers Ass6ciation, Annual report 1995-96, pp. 5-6, Stockport Metropoli'
cornmunity_care plan 1997-2000' p..69'
A;-fi;r";h'iouircil and Stockport Health Authority, Stockport
Health Auth_ority, Tameside's
f;-did. mietropolita; Boroueh,'social Services Deparlrnent and West PennineWest
Pennine Health Authority'
:oi"t C"m-unity care plan 1996"/917,p.37, Tameside Met_ropolitan Boro_ughand Department,
Seftor community
Tu-"Sa. comirunity^care chartei April 1996, p. 11, Sefton Social Services
pfu" fg96-97,p. ZO,Sneffield
Cilv eouncil, Sheffield -coqqnlqgty care,plan 199.5-96, pp. 26-27,Bolton Qa19rs
'overview-November
pro:ect,
Council,.Bo-lton
Metropolitan-Borough
Bolton
1996,
""r"
1994 to April
blrief
!"pp-ort
Lare plan 1996-99, p.11, Birmingham Cily Council, Social Services Department, Birminglam
;#;";ity
-it.ittt
p.t"ifv
S6."iceJ ana it's, Birmingham's co_mrnunitv c-_arg_ql.an trq-q5/96,. P.-11-4--l-qtter- from Kate
dated 18th APril
G;iiiith" iH"aa of User/Carers Unit, Birmingham City Council, SSD) to Kiyoshi MITOMIAnrrual
report-1994
lgttT; F;-;;ii-Rabett, Carers Co-ordinator report May 1995-96, 3rd_year, The Ca_re Fo-rum,
-95;b. 10;Bri"t"i SodiiiS!*i""", Avon Health Authoiity, Community care Plan L997-2000 for Bristol, draft for
12
October 1995,- p--J!3.-Ar-Lpt!er
p. S{ Bu"t Srrsse*, Report to social services committee, dated
".""l"ituti.",
ito1n 1.i.noi i{aniev (Communications Officer, East Sussex County-Council, p9D) to- Kiy_o-shi MITOMI dated
1996, p. 15 and p. l7'
1995,
Nov_ember
(Recosnition
Act
Services)
and
Sant,
Carers
iXn iiiii fgg7, Ci"gi,ry
Council,
1 and _p. 4, Hampshire
b"."*iff n".ut C"ni-""ity Council, community care plan 1996/97 , p.Carers
-Cognty
project-R-adno{lhire
and
Support
plin 1996-97, p. 47, Car-ers Support Worker,
Community ..t"
December
1996-31
p.
1
report
October
"or1ttiy
5,J'zth
Nlitft SreiL"ock, elev6n^th report f Jiriy 19-96-30 September 1996r
p.1,
p.s,-Carers
glgpgtt
work-e1s--project,
L997,
1992-30-June
p.5,14th
1
Aprii
r"port
fSb6,
East-Avrshire
Counc'it ind als, Ayrshire'and Arran i.t"r" action plan, April_1997, p.7, Mi4lothian Council, Midlothian
Healt{r Board, Community-care-plan
.o-*""ityiiie'ptan tggT-98, p.51, Orkney lglands-Council and Orkney
i997-t0-d0;J. $-[9, brkney Cai'ers Steerins Group for Joint {ugding from the 9Ik4.V Islands Council, Orknev
ft"ittt Hd"ia ina princess Royal Trust f6r Car-ers for an Orkney Carers Initiative, Orkney Carers Centre,

睦]8旱ち∫
y舅 ゃ
勇
智
野虐
言
鷺奮
調
〒
窄
瀬
歩
蘇′
才多
∫
て計 算 した22自 治体 の結 果 で あ る。
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サ ッ トン自治 区の把握す る在宅介護者 は、表 に示す ように 1,800人 で ある(97年 )。 これ は、自
治 区内の在宅介護者の 8.6%に 当た る。これ を仮 に把握率 と呼 ぶな らば、93年 の 5。 7%か ら 2.9%
の伸 びで ある。自治区の把握率 は、イ ングラ ン ドの コベ ン トリー市 やス コ ッ トラ ン ドのオークニ ー
諸島 な どとともに 22自 治体 の中で上位 にある。22自 治体 の平均 は、3.3‑3.4%で ある。イ ングラ
ン ドの 18自 治体 の平均 も、やや高 い とはい え 3.5%で ある。サ ッ トン自治区の把握率 の相対的 な
高 さを示 す と言 えよう。
第 3に 、在宅介護者憲章 の制定 は、89年 で ある。 これは、数多 い 自治体 の中で も早 い部類 に属
す る。憲章 は、次 の 10項 目か らなる(19。
(1)在 宅介護者 の貢献及 び個人

としての権利 に基 づ く自身のニ ーズ の承認、(2)個 々の環境やニー

ズ及 び考 え方に沿 うサー ビスの設計、(3)文 化的、宗教的な土壌及 び価値観 を反映するサ ー ビスの
設計 と、 これによる様 々な人種 と民族の在宅介護者 による均等 なサー ビスの利用、(4)気 分 を和 ら
げて、 自分 自身 の時間 を享受す る為 の短 い (午 後 )も しくは長 い (7日 以上 )期 間 に亘 る休息機
会 の保障、G)家 事 や住 まいの修理、失禁時のサ ー ビス及 び輸送手段 の援助 を含む実際上 の援助 の
提供 とこれによる介護負担の軽減 、(6)在 宅介護者 自身 の情緒的 なニ ーズ について、介護 の開始期
か ら介護 の最中、 さらにはその終了時 に悩 みを吐露 で きる話 し相手 を用意す る こ と、(7)公 的な諸
手当やサ ー ビス、被介護者の状態 に適合す る介護技術 についての情報 の提供、(8)介 護費用 をまか
な うに足 る所得 の補償、在宅介護者 を職業労働 か ら遠 ざけない、あ るい は他 の人々 と介護 を分担
す ることので きる措置 の採用、(9)家 族 による介護 に代 わる機会 の短期的、長期的な探求、αO政策
立案 のすべ ての段階 にお ける在宅介護者 の諮問 をへ たサー ビスの設計。
この憲章 は、 キ ングス・ フ ァン ド・ セ ンター在宅介護者援助班のそれ に倣 つた ものである。 ち
みなにキングス・ フ ァン ド・ セ ンター の憲章 は、全国精神分裂症 者団体

(NSF)や エ ィジ・ コン

サー ンな ど全国 にその名 を良 く知 られ る 8つ のボランテ ィア団体 によって も支持 され る。0)憲 章
で ある。サ ッ トン自治区は、これ を 自治体 として いち早 く採択 して施策 の指針 に位置 づ ける。サ ッ
トン自治区は、在宅介護者憲章 を採択 するばか りではない。憲章 に沿 う施策 を 80年 代 の末葉 まで
に限 って も数多 く具体化す る。表 6を ご覧 いただ きた い。 この表 はキ ングス・フ ァン ド
・セ ンター
の発行 にな る『在宅介護者 の為 のニ ュー ディール』 (89年 )を もとに作成 した ものである。 この冊
子 は、在宅介護者憲章 の 10項 目についてわか りやす い解説 を施 す とともに、これ を自治体 の レベ
ル に効果的 に具体化す る事例 や既 に施策化 された各地 の先駆例 な どについて紹介す る。89年 まで
の 自治体 の先駆的な取 り組 みについて知 る上で は、大変 に便利 な冊子 で ある。表 は、先駆的な事
例 として冊子 に紹介 され る自治体 について憲章 の項 目別 に整理 した ものである。自治体 の名称 は、
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表6

在宅介護者支援施策の 自治体別具体化 の状況

(1)

支援施策 を採用す る自治体

憲章 の項 目

1.貢 献 の承認
2.柔 軟 で感 応的 な
サ ー ビス

3.黒 人・ 少数民族 の
ニ ーズ
4。

休 息 の機会

5.実 際上 の援助

6.情 緒 的 なニ ーズ
7.情 報 の提供

8。 所得 と就業
9.家 族介護に代わる措置
10。

諮

問

(a(〜 89年 )

・サ ッ トン自治区、マ ンチェスター市、
ロン ドン0カ ムデ ン自治 区、 ロン ドン
ロ ッチディール市、 リヴアプール市、 ノッティンガン市、イーブシャム町、
スウ ィン ドン町 (8自 治体 )
・イズ リン トン自治区、 オールダム市、
ロ ン ドン
・カムデ ン自治区、 ロン ドン
ン
ス トックポー ト市、ダー リン ト 市、グ ロスター市、ケ ン ト州、ノ ッテ ィン
ガム市 (8自 治体)
ロン ドン・ ハ リシゲー 自治区、 ロン ドン・ ケ ンジン トン自治区、サ ン ドウエ
サ ゾール0)(6自 治体 )
ル市、 レスター市、 スメズウイ ツク
・サ ッ トン自治区、 ニ ユーカ ッスル市、
ロン ドン
・ブ レン ト自治区、 ロン ドン
ルズブラ
市、 ヨー ク市、サウス1ク リーブラン ド
リーズ市、 デボ ン州、 ミド
)、

市、 ロジアン州 (9自 治体 )
ロン ドン
・ハ ウンズ ロー 自治区、ウィンブル ドン地区、バー ミンガム市、エー
ボン州、ケ ンブ リッジ市、プ リマス市、ケ ン ト州、イーブシャム町、カーデイ
フ市 (9自 治体 )
ロン ドン
・バ ーネ ッ ト自治区、オール ダム市、ス トックポー ト市、フラシー市、
●)(8自 治体 )
ブラッドフォァ ド市、 ブ リス トル市、ハル市、 ノース ウッド
・サ ッ
・ルーイ シャム 自治区、 ロン ドン
ロン ドン
・カムデ ン自治区、 ロン ドン
・サ ッ トン自治区、ス トッ
・サ ッ トン自治区、ロン ドン
トン自治区、ロン ドン
クポー ト市、ス トックポー ト市、フラシー市、フラシー市、バー ミンガム市、
・サ
・サセ ツクス州、 イース ト
バ ー ミンガム市、サ ン ドウエル市、 イース ト
ンド
スウ
ー
・ヨークシ
イ
レス
ー
ノース
ャ
州、
タ 市、
セ ックス州、 ホーブ町、
ン町 (13自 治体 )
ロン ドン・ ベ クス リー 自治区 (1自 治体 )
ウルバ ー・ ハ ンプ トン市 (1自 治体 )
ロン ドン
・ブ レン ト自治区、マ ンチ ェス ター市、 ロ ッチデイール市、 ロ ッチ
ディール市、ス トックポー ト市、ス トックポー ト市、タームサ イ ド市、バ ー
ミンガム市、エ イボ ン州、バー クシャー州、エ クセター市、レスター シャー
(0(13自 治体 )
州、 レスター市、 ノース・ ヨー クシヤー州、 ター ン トン

[資 料]Am RichardsOn,Judith Unell and Beverly Aston,A New deal for carers,King's Fund,1989,pp.11
‑12,p.14,pp。 18‑19,p.21,pp.26‑28,p.30,pp.32‑33,pp.35‑36,p.38,pp.42‑44,p.46,pp.51‑52,p.54,pp.
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birth,Great Britain,volllme 2 of 2,H1/1SO,1993.
(2)自 治体 が直接 に支援 す る場合 と、ボランテ ィア団体 の企画す るサー ビスに補助金 を出 して間接的 に支援
す る場合 の双 方 を含 む。
(3)市 町 の別 は、不明で ある。

施策 ごとに示 してある。 この為、自治体 によっては、複数の項 目に名 を連ねる。 また、同じ項 目
に繰 り返 し名 を連ねる自治体 もある。この表 を次のように読 む ことができる。サットン自治区は、
表中の 1と 4及 び 7の 項 目にかかわる施策を具体化 し、施策 の合計 は、 これで見る限 り5つ であ
る。施策 の本数でこれを上 まわる自治体 は、表中の 2を はじめ 6と 7及 び 10の 項 目にかかわる合
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計 6本 を具体化す るス トックポー ト市 (大 マ ンチ ェス ター州 )で ある。 これ らに次 ぐ自治体 とい
えば、表中の 5と 7及 び 10に かかわ る 4本 を具体化するバ ー ミンガム市

(ウ

エス ト
・ ミッ ドラ ン

ド州 )、 同 じ く1と 2及 び 7に かかわ る 3本 の ロン ドン・ キャム デ ン自治区、 1と 10に かかわ る

3本 の ロ ッチディール市

(大 マ ンチ ェス ター州 )で ある。以上の 5自 治体 の他 はいずれ も 1二 2

の施策 で ある。
サ ッ トン自治区 は、在宅介護者憲章 を早 い時期 に採択す る とともに、憲章 に沿 う施策 を先駆的
に具体化するので ある。在宅介護者 の支援施策 ではパ イオニ ア的 な存在 で あるとの評 価 は、 ここ
に述 べ た経緯 に照 らして も了解 され よう。
憲章 に沿 う施策 の具体化 は、90年 代 に入 って も続 けられ る。やや個別的な施策 の紹介 になるも
のの、先駆的な事例 のい くつかについて述 べ てみよ う。 まず、在宅介護者 のニーズに沿 うホーム
ケア・ サ ー ビスの再構成 で ある。 ロン ドン・ リサ ーチ 0セ ンター の委託調査報告書 (91年 )は 、
自治区のホームケアについて詳 し く調 べ た上 で 14項 目の提言 をまとめる。提言 の要点 は、在宅介
護者 のニ ーズの尊重 とこれ に沿 うサ ー ビスの再構成 であ る。1ヽ 自治 区 は、 この提言 を受 け入 れ
サ ー ビスの再構成 に 92年 か ら乗 り出す。幼。また、病院 か らの退 院 について在宅介護者 か ら出 され
る苦情件数の段 階的 な縮減 に取 り組 みはじめる。97年 1月 か らの試験的 な取 り組 みである。3ゝ 退
院 は、患者 はもとよ り在宅介護者 に事前 の充分 な説明 もな しに行われ る ことも少な くない こ とか
ら、 しば しば争 いの種 にな り苦情 の寄 せ られて来 た ところで ある。 これは、 自治区 に限 らず各地
に広 く見 られ る。 自治区は、病院のベ ッ ト数 の削減 とい う大枠 に手 をつ けるわけで はない。医学
的 に見 て無理 な退院 を強要 しない こ とをはじめ、退院後 に必要な体制 さえ整わない退院 もさせ な
い こ と、退院 の決断 には充分 な時間 と情報 を患者 に提供す る こ と、在宅介護 を担 うであろう家族
や親戚 に も充分 な時間 と情報 を提供す る こ と、 これ らによって苦情件数 の縮減 を図 ろうとす る。
在宅介護者 は、退院の計画過程 に参加 す る道 をはじめて開かれ る。 また、在宅介護者 のニ ーズ調
査の結 果 は、書面 に記録 された上 、文書 によって通知 され る。 この種 の調査 は、在宅介護者 の承
認 とサ ー ビス に関す る 95年 法 によって 自治体 の責務 である。しか し、この法律 は結果 の通知 とそ
の方法 について何 も定めてい ない。調査結果 の通知 とその方法及 び期間 をめ ぐる争 い は、各地 で
伝 えられ る。自治区は、 こうした現状 に反省 を加 えなが ら、95年 法 よ りも一歩進 んだサー ビス を
具体化するのである。97年 4月 か らの実施 で ある。
自治区の支援策 に限界 のないわ けではない。それは、支援策 の発足 か ら数 えて 10年 少 しにす ぎ
ない とい う問題 に とどまらない。折 か らの財政事情 の下 で支援策 が絞 り込 まれ る問題 で ある。
フ ミュニ テ ィー ケア計画 (95‑96年 )は 、在宅介護者 にかかわ る10本 の優先施策 について定 め
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る。 しか し、財源 が手当 され実施 に移 され るのは、 うち 7本 で ある。 この うちの 1本 も当初 の予
定額 を手 当で きない ことか ら、 目論見通 りの実施 で はない。す なわち、当初 は在宅介護 を担 う児
童 にかかわ るフル タイム職員 の採用 を計画 した に もかかわ らず、パ ー トタイム職員 の採用 に終 わ
る。う。必要 な財源 を確保 で きなかったか らである。10本 の うち残 りの 3本 は、財源 を全 く工面 で
きない ことか ら施策 の次年度先送 りである。 それは、緊急時 における下 時休息 の提供 をはじめ在
宅介護者むけのカウ ンセ リング・サー ビスの開始、
在宅介護者 へ のクー ポ ン券 の発行 による余暇 セ
ンターの利用 である。う。
財源 の確保 にかかわ る施策 の頓挫 は、コ ミュニ ティー ケア計画 やその草案
を調 べ ると他 の年度 に も見 られ る。 た とえば92‑93年 の コ ミュニ テ ィーケア計画 に見 る ことがで
きる。
軌道 に乗 りはじめた施 策 の拡充 が計画 に盛 り込 まれて も、
財源 を手当で きない ことか ら拡充
を断念 した り、新規 の施策 として合意 された に もかかわ らず、同 じ事情 か ら結局 の ところ施策 と
して具体化 で きないのである。前者 の具体例 としては、全 てのデイセ ンターヘ の 自動車 の配備、
後者 のそれ としてアジア人高齢者 とその在宅介護者 の為 のデイセンターの建設 な どがある。り。
財源 の逼 迫 は、最 も新 しいコ ミュニ ティー ケア計画 (97‑2000年 )に お いて一段 と強調 され る。
「現在 の財源枠 内●0」 の限 りでサー ビス を提供す るとされ る。イ ンフ
在宅介護者 にかかわっては、
レー シ ョンの進行 を考 えると財源 の実質的 な減少 を覚悟 しなければな らない。
サー ビスの利用者負担 は、在宅介護者 に とって頭 の痛 い問題 で ある。サ ー ビスの存在 を知 って
も、利用者負担 を足枷 に利用 で きない在宅介護者 の少な くない こ とは、住宅・ 社会 サ ー ビス部主
催 の 2回 の在宅介護者懇談会 にお いて相次 いで指摘 され る。つ。 ロン ドン・ リサー チ・ セ ンターが
ホームケアに関 す る委託調査報告書 の中で利用者負担 の再検討 を求 めて もい る。め。 しか し、自治
区 は、 これ らの声 や提言 に応 える見直 しに着手 して い ない。
在宅介護者 の多 くは、自治区 も認 めるように週 20時 間以上の介護 を担 う人 々に限 ってさえサ ー
ビス を利用 できて い ない。9。 サー ビスの利用 を促す為 には、利用者負担 の見直 しを伴 う財源 の拡
充 を避 けて通 るわ けにいかない。

Ⅲ

―時休息 に関す る先駆的な提言

サザ ック自治区は、在宅介護者の支援 に関す る政策 の提言 で もパ イオ ニ ア的な存在である。以
下 にお いては、一 時休息な らびに医療関係者 にかかわ る提言 につ いて取 り上 げてみた い。
在宅介護者 の一 時休息 は、 リーズ市

(ウ

エ ス ト・ ヨー ク シ ャー州 )と サ マセ ッ ト州 で いずれ も

75年 に始 め られ る。イギ リスで最初 の導入 である。 これに次 いで ニ ュー カ ッスル市 (タ イ ン・ ウィ
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ア州 )が 81年 と 83年 に一 時休息 を具体化す る。 これ らは、在宅介護者 に休息 の機会 を保障す る
こ とか ら各地 で好評 を博す。同時 に、被介護者 と在宅介護者 のニ ーズ をどのように調整す るのか、
また、少数民族 に属す る在宅介護者 の一 時休息 をどの ように設計す るのか、 これ らについて少な
くない失敗 を含 めて試行錯誤 の あ った ことも否定 で きない。 この為、多 くの調査や議論 が一 時体
息 の あ り方 を巡 って続 けられ る。
在宅介護者 に関す る家族政策調査 セ ンター (FPSC)の 著書 (初 版 85年 、新版 90年 )は 、居住
介護施設 を利用 した一 時休息 について検討す る。 この種 の一 時休息 は、短期的 にはともか く中長
期的 には在宅介護者 の生活 の質 を損 な うと結論 づ ける。9ヽ その根拠 は こうである。在宅介護者 は、
被介護者 が家 を離 れて居住介護施設 に収容 され る間 に限 っていえば、介護 の負担 か ら解放 され 自
分 自身 の生活 を取 り戻す。一 時休息 は、 この限 りで い えばいたって有効 であるように見受 けられ
る。しか し、被介護者 が施設 で これ とい った介護 も受 けず に症状 や障害 を悪化 させて帰宅す るや、
その負担 は在宅介護者 の双肩 に重 くの し掛 か る。在宅介護者 の束 の間 の安息 は、 その後 の重 い負
担 によって帳消 しである。 しか し、 この著書 は この ように評価す る限 りである。居住介護施設 の
利用 による一 時休息 に異議 を申 し立 てるわ けで も、 あるい は、 この種 のサー ビスの内的 な矛盾 を
解決す るに足 る方法 につ いて積極的 に提言す るわけで もない。
ニ ューカ ッスル市政策 サー ビス・ 社会 サー ビス部 『ニューカ ッスル市 における一時休息 と精神
障害者』 (86年 6月 )は 、158人 か らの聞 き取 り調査 を踏 まえた政策提言の報告書(3の で ぁる。一時
休息 の現状 と課題 とを聞 き取 り調査 の結果 に照 らして検討 し、一 時休息 の拡充 にむけた政策 につ
いて提言す る。一 時休息 は、在宅介護者 の多 くによって歓迎 され るとした上で、10項 目以上 の提言
を試 みる。一 時休息 の文書 による宣伝 をはじめ多様 な言語 による宣伝、交通手段 の確保及 び資金
の安定的な確保 な どが、提言 に含 まれ る。1ヽ 一 時休息 の現状 をつぶ さに検討 した上での提言 であ
るだ けに、地 に足 のついた内容 である。家族政策調査 センター による検討 とは、一 味 もふた味 も異
なる。しか し、ニ ュー カ ッスル市 の作業 は、一 時休息 の発展 にむけた体系的 な提言 であるか とい え
ば、やや疑間 である。一時休息 の時間帯 や曜 日、利用者 の経費負担、在宅介護者 の参加 によるサ ー
ビスの設計や専門職者 の関与 のあ り方な ど、
解決 を迫 られる問題 は80年 代 中葉 において も少な くな
い。ニ ュー カ ッスル市 の作業 は、これ らの問題 に これ とい った解答 を残念 なが ら用意 してい ない。
サ ッ トン自治区 による調査 と提言 は、類書 にない独 自の特色 をもつ。80年 代末葉以降 における
自治区のサー ビスの再設計 に生か され る ことは もとより、各地 における一 時休息 の新設 と再編 の
指針 として大 きな役割 を果たすのである。
サ ッ トン自治区の在宅介護者支援計画 は、すでに述 べた ように 85年 の発足 である。発足 当初 の
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目的 は、既存 のサ ー ビス に沿 う在宅介護者 の支援 である。 しか し、 ほ どな く明 らかになった こと
は、望 ましい一 時休息 の導入 であ り、 これによって在宅介護者 の精神的、身体的 な重圧 を軽 くす
る ことで ある。一 時休息 が在宅介護者 の健康 に欠 くべ か らざる要件である ことは疑 い ない。 この
種 のサ ー ビスが提供 されないな らば、在宅介護者 は、 重 い負担 に耐 えかねて介護作業 か らその意
に反 してやむな く身 を引 くことも想定 され る。 これは、地域 における被介護者 の生活 の支 えの弱
まりや喪失 に他 な らない。 自治 区 に とって も無視 しえない問題 である。 自治区 は こうした考 えか
ら一 時休息 の現状 を洗 い出 し、可能 か つ望 ましいサー ビスの設計 について検討 を始 める。作業 は

3種 類 で ある。第 1に 、在宅介護者 のニ ーズ調査 で ある。第 2に 、現行 のサ ー ビスに関す る調査
で ある。最後 に、一 時休息 の利用 についての検討 と提言 である。 3つ の作業 の うち最初 の 2つ は、

85‑86年 に行われ る。最後 のそれ は、86‑87年 に実施 され る。
在宅介護者 のニーズに関す る調 査票 は、支援 グループや保健及 び社会サー ビスの専門職者 を通
。幼
してお よそ 400人 に配布 され、53.0%に 当た る 212人 か ら回収 され る 。
(30(調 査時期

在宅介護者 の 4人 中 3人 は女性 である。 これ は、雇用機会均等委員会 の調査結果

78年 1月 )と 同 じである。39歳以下 の在宅介護 者 は僅 か に10%で ある。 75歳 以上 の人 々 も12%
である。多 くは、40歳以上 74歳 以下 で あ る。注 目 した い の は、在宅介護者 の45%が 60歳 以上 に
属 す る ことで あ る。 この年齢構成 は、雇用機会均等委員会 の調査結果 (44歳 以下 30.2%)に 比 べ
てかな り高 い。被介護者 の主 力 は75歳以上 で あ る (47%)。 これ に60歳 以上 74歳 以下 の被介護
者

(14%)を 加 える と、優 に半数 を超 す

(他 に17歳 以下 15%、 18歳 以上 59歳 以下 22%)。 被 介

護者 の年齢構成 は、雇用機 会均等委員会 の調 査結果 (65歳 以上 62.5%)に 比較的近 い。
被介護者 は、 どれ位 の時間 1人 の ままで い られ るであろうか。 これは、被介護者 の障害 の程度
に左右 され、在宅介護者 の一 時休息 に関す るニ ーズ を規定す る。3人 に 1人 を超す在宅介護者 は、
被介護者 を片時 も 1人 にす るわ けにいかない と答 える。他方、37%の 在宅介護 者 は 2時 間 まで、
同 じ く 19%の 人 々 は半 日まで 1人 にしておける と答 える。従 つて、70%を 超す在宅介護者 は、被
介護者 を 2時 間以 上 1人 にしてお くわけにいか ない。被介護者 の障害の程度 は、高 い ように思わ
れ る。在宅介護 の期間 は短 くて 1年 、長 い と 48年 の ように実 に幅広 く分布 す る。 しか し、24%に
当た る在宅介護者 は 2‑5年 、同 じ く 36%は

5‑20年 、11%は 21年 以上 である。介護期間 は、

雇用機会均等委員会 の調査結果 (5年 以上 44%)に 比 べ る とやや長 い方 に分布す る。
援助 の源泉 は、回答 の多 い順 に一般開業医 (GP)、 家族 と友人及 び地域看護婦

(DN)で ある。

ー
援助 に対 す る満足度 は、3つ の源泉 の うち地域看護婦 につ いて 目立 って高 い。デイセ ンター とソ
シ ャル・ ワーカー を援助 の源泉 にあげる在宅介護者 は少ない。
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一 時休息 を確保す る方法 は、 この調査 による と 3つ ある。家族や友人 による介護作業の交代、
デイセ ンター にお ける介護及 び病院施設 にお けるショー ト・ ステイである。在宅介護 者 の 5人 に

1人 強 は、一時休息の利用状況 についての質問項 目に未記入 である (21%)。 これ は、一 時休息 の
機会 を一度 として享受 して いない こ とによるよ うに考 えられ る。
一 時休息の最 も重要 な方法 は、家族や友人 による代行 で ある。43%に のぼる在宅介護者 は、 こ
の方法 をあげる。 しか し、 この方法 に どの程度満足 で きるか とい えば、やや疑間である。在宅介
護者 は次の ような声 を寄 せ る。
「私 の夫 と娘 は、手伝 って くれ ます。家族 の誰 かが介護 に携わ りま
すか ら、私 たちは連れ立 って外出す るわ けにい きません」。「介護 を手伝 う といって も、時 た まの
こ とです」。「私 の息子 は、両親 を看 て くれ る とい って も、年 にせいぜい 3日 です」。「家族 は、緊
急時 に限 って手伝 い ます。 それ も自発的 に手 を差 し延 べ て くれ るわけではあ りません」。
「母親 の
姉妹 と兄弟 は、とて も遠 くに住 んで い ます。この為 に援助 に後 ろむきです」。
「友人 は、時 々手伝 っ
て くれt私 に 2時 間 の休 みを与 えて くれ ます。 で も、 これは定期的 に行われ るわけではあ りませ
ん」。家族や友人 による方法 は、これ らの声 か ら伺 えるようにいかに も不安定 で ある。在宅介護者
のニ ーズ に応 じて計画的 に利用 で きるか とい えば、 そうではない。家族 と一緒 の一時休息 は、 こ
の種 の方法の常 として不可能である。
デイセ ンター を源泉 にあげる在宅介護者 は、29%で ある。 この うちの 60%は 、デイセ ンター の
利用 による一 時休息 に満足す る。 しか し、利用 の長 さ と頻度 について不満 も多 い。次 の よ うにで
ある。
「被介護者 は、私 の印象 か らす る とデイセンター に充分長 くい るとは感 じられ ませ ん」。
「被
介護者 は、午後 の 4時 15分 になるとデイセ ンターか らいつ も戻 ります。もっ と遅 く帰 るようにな
・」。「 デイセ ンター を週 に 5日 利用 で きれば、 もっ と良 い と思 い ます 「週
ると良 いのですが・…・
」。
の うち僅 か 1日 だ けです。被介護者 は 1日 中 デイセ ンターで放 うておかれ、す っか り元気 をな く
した姿 で家 に帰 って来 ます」。デイセ ンター の利用 による一時休息 は、家族や友人の代行 に伴 う不
確 か さを もたない。 しか し、時間 の長 さや頻度 あるい は介護 の水準 とい った別 の問題 を抱 える。
・ス テイをあげる在宅介護者 は、5人 に 1人 で ある (20%)。 この うちの 60%
病院施設 のショー ト
は、 この方法 による一 時休息 に満足す る。 しか し、次 の声 も忘れ るわけにいかない。
「病院 の施設
は貧弱 で職員 の数 も少 ないのです。 これ とい った催 しも被介護者 に用意 され ませんで した」。「戦
争記念病院 を利用 しました。 で も、精神障害のある患者 と同 じ病棟 に収容 され るとは、予想 もし
なかった ことです」
。「 2回 利用 しました。 で も、被介護者 がそこにな じめ ませんで した。 とて も
み じめな思 いをした為 にもう三度 と行 きた くない と言 い ます」。
在宅介護者 は、 自分 自身 と被介護者の双方 に効果的な一 時休息 について どの ような考 えを持 つ
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であ ろ うか。 自宅 における‐ 時休息 は、最 も多 くの在宅介護者 の希望 す るところで ある (25%)。
これ は、 ボランテ ィア団体 か ら派遣 され る人 々 による介護 の代行 で あ る。在宅介護者 は、介護 か
「母 は、
ら安心 して離 れ、自宅 にお いて休息 を取 る ことがで きる。在宅介護者 は、次 の ように言 う。
た とえ短 い期間であろうと病院や居住 介護施設 に入 る ことな ど不可能 です。私 は、 いつ も外出 し
た い とも思 い ません。私 の家 で 自身 の気 に入 った ことをした いのです」。「誰 かが急な連絡 で も家
に来 て くれ るなら、介護か ら離 れ る ことがで きます」。在宅介護者 は、自宅 における一 時休息 に次
いで居住介護施設 や病院 におけるショー トステ イをあげ る。一 時休息 の頻度 と期間 についての希
「 8月 の 2週 間、夫 と家 を離 れて休
「休息 を定期的 に取 りた いのです」。
望 もしば しば述 べ られ る。
息 を取 りた いのです」。希望 は、緊急時 の一 時休息 に も示 され る。在宅介護者 は、自分 が床 に伏 さ
なけれ ばな らない時 に誰 が介護 を担 う ことになるのか、強 い懸念 を抱 く。家族 の他 にこれ とい つ
た頼 りをもたない場合 が多 い。中 には、兄弟 や姉妹 と遠 く離 れて暮 らす ことか ら、 あてにしうる
「私 は、
親戚 をもたない例 もある。緊急時 の一 時休息 は、こうした人 々 に とって殊 の他切実 で ある。
今 の ところ健康 です。 で も、 もし病気 になった時、私 たちに何 がで きるのか皆 目わか りません」。
「私 が病気 になった らどうしようか、 といつ も心配です」。「緊急時 にあてにで きるのは、家族 を
おいて他 にあ りません」
。
次 の ことは、以 上のニーズ調 査か ら明 らかである。すなわち、在宅介護者 の半数以上 は、下時
休息 の効用 を大 い に認 めてい る こと、 これで ある。
サー ビス に関す る調査 は、 ニ ーズ調査 に続 いて取 り組 まれ る。一 時休息 の源泉 は、家族 や友人
による代行 を別 にすれば、大 くぐりに 3つ に分類 す る ことがで きる。 その 1つ は、 自宅 における
一 時休息 で ある。 これ は、 クロス ロー ドな どのボラ ンティア団体 による介護者 の派遣 と介護 の代
行 あるい は社会 サ ー ビス部 によるホームヘルプ・ サ ー ビス な どによって可能 で ある。 さらに、被
介護者 が 自宅 か ら離 れ る ことによって担保 され る一 時休息 である。 これは、デイセ ンター な どに
被介護者 を居住介護施設 に収容 す る ことによっ
よるサ ー ビスの提供 によって確保 され る。最後 に、
て可能 な一 時休息 で ある。 これ は、 ホスピスをはじめナー シング ホーム、居住介護施 設 に よつて
支 えられ る。
これ らのサ ー ビスや施設 の利用 に要す る資金 は、 サ ッ トン 自治 区 をはじめ国民保健 サ ー ビス
(NHS)、 社会保障制度、教会、ボラ ンテ ィア団体及 び個人 の所得 な どによって まかなわれ る。利

用者の負担は、無料の場合もあれば有料に限る場合 もある。その現状 は、一時休息サービスの時
間帯などと合わせて表 7に 示す通 りである。有料 と言うても一律ではない。定額 と所得比例ある
いは利用者の全額負担など区々である。
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表 ア ロン ドン・ サ ッ トン自治区 における一時休息サー ビスの時間帯及び料金等 の状況
実数 (計 画,施 設(⇒ )
帯

中 方 間

間

日夕 夜

時

比率 (%)
75.0
16.7
25.0
100.0
0.0
0.0

料 料

金

日末 日

等

祭

無 有

料

日

平週祝

曜

間

期

68.8
31.3

期 時 時

急

定 臨 緊

100.0
93.8
68.8
100,0

計

[資 料 ]Arlne Pinchin,Developing a strategy for respite care,a report from the Sutton Carers'PrOject of the

London Borough of Sutton and the Merton and Sutton Health Authority,October 1987,Appendix 2
よ り作成。
[注 ](D 一 時休息サ ー ビス は、別 の介護者 を派遣す る計画 による もの、 これ とは別 に居住介護施設 な どに被介護
者 を収容す る ものの大 別す る と 2種 類 か らなる。
(劾 1985‑86年 にお ける状況 である。

一 時休息 の提供 は、デイセンター は もとよ リホスピスやナーシングホーム な どの主た る運 営 目
標 として位置 づ けられてい ない。在宅介護者の支援 は、 それ らの施設 の主要な 目標 ではない、 と
言 って よいか もしれない。 それ は、 あ くまで副産物 あるい はニーズの強 さにおされた例外的 な措
置である。主要 な 目標 にあげられ るわ けでない こ とか ら、 あ くまで周辺的なサ ー ビスである。 あ
るい は、他 のニー ズが強 まるのであれば、それ に対す るサ ー ビス に傾斜 して業務 の一環 か らあえ
な く消 え去 る運命 にあるか もしれない。例 をあげよう。デイセ ンター は、そ こへ の出席 を希望す る
人 々の レク リエー シ ョン と交流 の場所 である。在宅介護者のニ ーズ は、主たる考慮の枠外 にある。
病院 は、病人 と障害者 に急性期 の治療 を施 した り、長期 の介護 を行 った りす ることを使命 にする。
しか も、病院 のベ ッ ド数 は縮小 され つつ ある。居住介護施設 は、そ もそ もの由来 か ら言 えば居住者
に終 の住 まい を提供 す る こ とである。病床や居室の一 時休息 へ の転用 は、病院 で あれ居住介護施
設であれ、あ くまで付帯的 になされ るにす ぎない。 自治区の提供す るホームケア・ サ ー ビス もし
か りである。 このサー ビス は、高齢 で一人暮 らしの障害者 が施設 に入 ることな く地域 で生活 を営
めるよ うに設計 され給付 され る。
在宅介護者 と同 じ屋根の下 に住 む被介護者 は、このサー ビスのな
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り立ちから言 えば給付 を予定 されない。あるいは、少 な くとも給付 の優先権 は与 えられない。これ
らの事例 は被介護者 とそのニーズが第一義的 に位置づ けられ、在宅介護者 とその関心が第二義的
に取 り扱われてきた ことを示す。 しかし、社会の関心が在宅介護者 の負担や犠牲 にも集 まるにつ
ロスロー
れて、従来 とは異 なるサービス も生 まれる。精神障害者 の家族 の為 の一時休息計画やク
ニユズを正面
ドによる介護者の派遣計画 などである。 この種 の新 しいサービスは、在宅介護者 の
から受 け止めるところに独自の特徴 をもつ。同時 に、それは産声をあげて日の浅 いことも否定できな
い。た とえばクロスロー ドの派遣計画 は、 この 自治区に関する限 り87年 4月 の発足である。在宅
べ
介護者 のニーズを十全 に受 け止めるに至 らず、問題 を抱 えるのも致 し方ない と言 う きである。
一時休息 に関す るニーズの不充足 は、各方面 で指摘 される。 あるデイセンターの管理者は、次
。病院の職員
「開所時間の柔軟 な延長 は、在宅介護者 にとつて是非 にも必要です」
のように言 う。
い
も「病院の介護 はある人々のニーズに適合 していない。在宅介護者 のニーズを満 たしていな 」
「経営方針 を見直 して職員への訓練 を充
と認 める。ある関係者 は、さらに進んで次のように言 う。
実 させ、職員 の力量を高めるならば、在宅介護者 に柔軟 なサービスを充分 に提供する

ことができ

る」
。サービスに関す る情報が一般 に不足 し、 その内容 も概 して貧弱だ とい う声 もある。
現行 のサービスに関す る調査は、要約す ると2つ の ことを明 らかにす る。第 1に 、全 ての在宅
介護者 に包括的な一時休息サービスを用意するには至っていない。 この種 のサービスに着手 して
な
間 もない と言 つてよい。第 2に 、包括的で柔軟 なサービスの必要性が関係者 に意識 され具体的
声 としてあが りはじめる。
最後 の作業 は、 2つ の調査を踏 まえた提言の策定である。まず原則が、提言の拠 り所

として 6

項 目に亘って示 される。
ニ
(1)サ ービスは柔軟 に編成 されて信頼 でき、手 に入れやすいこと。在宅介護者 の ーズは、多
い 一
の
様 である。サービスは、 これらのニーズに可能 な限 り対応 しなければな らな 。 時休息 柔軟
いは時間帯
性 はい くつかの レベル に及ぶ。 まず、時間 について言 えば短 くて 1時 間から 1日 ある
ついて言
や曜 日にかかわつて夜間や週末、長 くなる と2週 間 に及ぶ期間 まで色々である。頻度 に
つ
えば、時々の場合 もあればより頻繁 にかつ定期的な一時休息 もある。予約 の必要 に いて言 えば、
一時休息のニーズを前 もって示すわ けにいかない場合 もある。 しかも、受け入れ可能 な被介護者
について も柔軟 な対応が望 まれる。サービスは、安全性 を担保 して こそ信頼 される。利用のしや
すさは、利用者 の費用負担 と手続 きの簡便 さを抜 きに語るわけにいかない。

(2)サ ービスは、被介護者 にふさわしい場所や職員の下で給付 されること。被介護者 の個

々の

サービスは、被介護
特性 に対応するには、一連 の要因 を考 えに入れる介護 でなければな らなぃ。
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者 の 自宅 で も、 また、 自宅以外 の場所で も提供 されな ければな らない。 自宅 でのサー ビスは、痴
果症の高齢者 な どの障害 の重 い人 々、 自宅 か ら外 に出 るのをいやが る被介護 者 にふ さわ しい。施
設の利用 によるサー ビス も、家族 的な環境 と親 しみ あふれ る雰囲気 の下 で提供 されて こそ効果的
である。規模 の大 きな施設 へ の収容 は、長 く自宅 に暮 らす被介護者 にとって脅威 で あ り、時 に被
介護者 を混乱 に陥れ る。介護作業 は、被介護者 と在宅介護者 との長年 に亘 って培われた諸関係 を
熟知 した同一 の介護労働 者 によって家族的な雰囲気 を損な う こ とな く継続 して担われなければな
らない。交通の不便 さと料金 の負担 は、避 けなけれ ばなる まい。

(3)サ ー ビス は、調整 され ること。 一時休息 は、在宅介護者 にかかわ る一連のサー ビスの重 要
な一部 で ある。 一連 のサー ビス を注意深 く調整 しな ければな らない。
に)サ ー ビス は、 関係 す る情報 とその周知 を含 む こ と。 サ ー ビス に関するパ ンフレ ッ ト類 は、
在宅介護者 はもとよ り専門職者 に とって も重要で ある。 それ は、 サー ビス とその 目的、給付の基
準、費用の負担、サー ビスの給付場所 と連絡先 な どの記載 を含 まなければな らない。情報 は、 日
当てにす る集団 に的 を絞 って配布 されたい ものである。

(5)一 時休息 は、 で きうる限 り介護 の初期段階 に行われ るように促す こ と。実際の状況 は、理
想 とは残念 なが ら反対 で ある。在宅介護者が手 に負 えず、 まさし く危機的な状態 に陥 った時 によ
うや く利用 され る。 しか し、 それでは効果 に乏 しい。

)在 宅介護者 の参加 を得 て設計 され ること。効果 あるサー ビス は、在宅介護者 との密接 な連
携 とこれによるニー ズの把握及び被介護者 との諸関係の理解 を得 る こ となしに期待で きない。在
宅介護 者 が、 自分 自身 の健康 を心配 して一 時休息 を希望す るのに、他方の当事者 で ある被介護者
が、一 時休息 に後 ろ向 きである といった事例 もめず らし くない。個 々の状況 の注意深 い
観察や在
宅介護 者 との意見 の交換 が求 め られ る。
サ ッ トン自治区は、6つ の原則 を拠 り所 に 38項 目か らなる提言 を短 くはない検討 をへ て まとめ

上げる。その全てをここに紹介するわけにもいかないので、ポイントとなる提言に絞って述べて
お こう。
まず、 自治区 と保健局 にかかわ る提言である。(1)在 宅介護者 の一 時休息 とそのニーズ は
、障害
者 の為 の援助計画の一部 をなし、 これ に要す る財源 も手当されなければな らない。(2)保 健 サー ビ
ス と社会 サー ビスの設計 は、在宅介護者 の参加 を得 なければな らない。(3)デ イケアは
、在宅介護
者 の い る被介護者 に も給付 され るよ うに見直 し、一 時休息 に関す る定 めを政策 に含 まなければな
らない。(4)一 時休息の利用基準 や期間 は、職 員 の増員 と職業訓練 の実施 によってで きうる
限 り柔
軟 に編成 されな ければな らない。(5)交 通手段 は、他
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に、 よ り柔軟 に配備 されなければな らないg(6)計 画立案 に当たる部局 は、 ボラ ンテ ィア団体 との
協力 を進 めなければな らない。一 時休息 サー ビスの拡充 にかかわ るボラ ンテ ィア団体 の役割 につ
いて積極的 に検討 しなけれ ばな らない。

)在 宅介護者 の一 時休息 についてのニーズは、 ソー シ ャ

ル ワーカーや理学療法士、病院 の医師、 ホームヘルプ・ サ ー ビスの管理者及 び市民相談事務局 の
労働者 な どの第一 線 の実務者 による家族状況調 査 の欠 くべ か らざる項 目でなければな らない。(0
保健 や社会 サ ービス及 びデイケアの分 野 に働 く人 々 は、在宅介護者 のニーズ とその充足方法 に関
する教育 を受 けなけれ ばな らない。(9)一 時休息 のサ ー ビス を担 う看護職員 と介護職員 は、 コ ミュ
ニ テ ィーケ ア と在宅介護者 の役割、被介護者 のニーズ及 び施設 の利用 による一 時休息 の役割 に関
す る訓練 を幅広 い訓練 の一部 として受 けなけれ ばな らない。00‑時 休息 サー ビスに関す る最新 の
情報 が、提供 されなければな らない。0介 護 を担 う家族 の為 の援助計画 が、地域 で作成 されなけ
ればな らない。 これは、 自治区の一部局 だ けでなしうる程容易 な作業 ではない。調整 の為 の機関
が必要 である。
さらに、 自治区だけに対 す る提言 である。(1)在 宅介護者団体 の代表 を社会サ ー ビス委員会 の委
員 に加 えなければな らない。9)自 治区の在宅介護 サー ビス は、在宅介護者 の為 の援助 サ ー ビスに
まで拡 げられなければな らない。 これ は、一 時休息 と緊急時 の支援 を含 む。(3)自 治 区立の居住介
護施設 は、二 時休息 にかかわつてその役割 を見直 し、職員 の数 と訓練 を これに沿 って拡充 しなけ
ればな らない。(4)民 営及 び ボランテ ィア団体 立 の居住介護施設 一 覧 を作成 し、 これ には一 時的 な
入居 に当て られ るベ ッ ドの情報 を含 まなければな らない。(5ア U用 者 の費用負担 は、見直 さなけれ
ばな らない。居住介護施 設 の利用 による一 時休息 は、成人 の被介護者 について割安 な定額、同 じ
く児童 につ いて無料 に す る こと。

保健局だけに対する提言である。(1)地 域看護サービスは、夜間のサービスに関する需要を調査
し、不充足の数について報告しなければならない。(2)病 院は、在宅介護者の負担の軽減にしかる
べき役割を負うことについて認識し、これを病院の方針 と日常の運営に具体化しなければならな
い。 これ は、一 時休息 の為 だ けに用 い られ るベ ッ ド比率 の決定 も含む。(3)入 院患者 が何 のあて も
なしに退院 を迫 られ、 また在宅介護者 が これ といった援助 や心積 りもな しに退 院 したての被介護
者 を世話 しなければな らない とい った事態 は、避 けなけれ ばな らない。病院 は、 これ らを防 ぐに
ふ さわ しい仕組 みを作 らなければな らない。(4)保 健局 は、 ナー シングホームー 覧 を作成 し、 これ
には一 時的 な入居 に供 せ られ るベ ッ ドの情報 を含 まなければな らない。
最後 に、 ボランテ ィア団体 とそのサー ビスについての提言 で あ る。(1)一 時休息 のサ ー ビス を担
う団体、殊 にクロス ロー ドは、 サ ー ビスの状況 について調査 し、 そ こで確 かめ られるニ ーズの不
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充足結果 を社会 サー ビス部 に報告 しなければな らない。
これ らの提言が、サ ッ トン自治区 にお ける一時休息サー ビスの再設計 に生か された ことは
言う
まで もない。4、 忘れず に指摘 した いのは、 その全国的 な意義である。提言 の先駆的 で豊 な
富 内容
は、各方面か らの広 い注 目を浴 びる。全国 レベル の機関 や団体 による推賞(3り をへ て各地 で び
学 取
られ、施策 の再編成や新設 に生か され る。在宅介護者 の参加 を得 た柔軟 な一 時休息の設計 は、今
日で こそイギ リス各地で広 く認 め られた考 え方で ある。その来歴 を辿 るな らば、85‑87年 にか け
て着手 され練 り上 げ られたサ ッ トン自治区の一 時休息 に関す る調査 と提言 に遡 る。

Ⅳ

医療関係 者 との連携 の模 索

被介護者 に医学的な処方 を必 要 にす る時、あるい は在宅介護者が一 時休息 な どのサー ビスの担
い手 に接触 したい と望 む時、第 一番 に訪 れ るのは、十中八九一般開業医 で ある。一
般開業医が、
思 いや りあふれる対応 をして適切 な情報 を与 え、関係 する機関 や 団体 を照会す るな らば、
事 は至 っ

て順調に進む。 しかし、一般開業医や医療関係者が、思慮あふれるとも思えない態度で在宅介護
者 に接することも少な くない。在宅介護者 は、他 に依 る術 もな く介護の負担 を一身 に背負い込 ま
なければな らない。一般開業医は、在宅介護者を一般にパー トナー とは見 なさないか ら、被介護
者 の診断 と治療 について充分な情報を在宅介護者に伝えようとしない。在宅介護者は、 しばしば
次のような不満をもらす。一般開業医は、在宅介諄者 の作業をご く当た り前の事 と見 なし、 これ
といつた共感 を示さない。両者の こうした関係 は、 コ ミュニケーションを不可能にする。在宅介
護者 は、一般開業医の処方 こそ地域のサービスに近づ くもっとも確かなルー トだと考えているこ
とから、杓子定規 な対応を前にして挫折感に襲われることもしばしばである。一般開業医にすれ
ば、医学的な意味での病気を患 う人を相手 にこそすれ、 そ うでない人々のニーズなどにか まける
わけにいかない と考えて、在宅介護者 の援助 に乗 り出そうとしない。次のようなやや別 の事情 も
ある。退院 は、患者にとって嬉 しい経験ばか りでない。不愉快な経験 ともな りうる。殊 に入院前
のように体を動かし得ない時 にそ うである。在宅介護者 もそうである。被介護者を病院から自宅
に迎え入れて介護を新し く担 い、あるいは以前にも倍する介護 を背負わなければならないだけに、
正直なところ喜 んでばか りはおれないのであって、一抹の不安が脳裏をかすめる。 しかし、病院
は、ベ ッドの稼働率をあげる為 に腐心 しなければならない。退院は、い きおい在宅介護者の参加
を得ず に計画され、 いかに も拙速 に進められる。 これは、在宅介護者 にとって頭 の痛 い問題 であ
る。なんとなれば自宅 での介護 にこれ といった準備 もできないからである。この準備 には、コ ミュ
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ニ テ ィー ケ ア計 画 に述 べ られ る社 会 サ ー ビス の利 用 も含 まれ る。

医療関係者 との連携 は、 こうして問題 になる。 それは、サットン自治区にとどまらない。全国
『病院からの
各地で模索の続 いた、また現 に続 けられてい る問題 である。在宅介護者全国協会が、
退院』 と題す るA4版 4ペ ージ立てのパ ンフレット00を 公刊 して啓発 に乗 り出すのも、問題 の一
端 を示す。
在宅介護者 と医療関係者 との連携 は、サットン自治区一般開業医・在宅介護者計画

(3つ

(93年 2

月‑96年 3月 )に 沿 って検討 される。 この計画の 目的 は、次の通 りである。すなわち、一般開業
ニ
医 をはじめ とする医療関係者が、在宅介護者 の役割 を正当に認識 し、そのユーズ を確認 して ー
ズに合致する各種 のサービスを在宅介護者 と連携 しなが ら提供すること、 もしくは提供 されるよ
うに援助す ること、 これである。同種 の計画は、 ロン ドン・ ハ クニー自治区 と同 じくニ ユーアム
。め
自治区などでもほぼ同 じ時期 に手掛 けられ る (92年 9月 ‑95年 1月 )。 計画の資金 は、保健省
から拠出 される。 もとよリキングス・ フアン ド・ センター を経由 しての拠出である。
サ

ン自治区は、 2種 類 の間 き取 り調査などを行 い、 これを基 に問題 の洗 い出 しに取 り掛か

'ト
る。調査は、退院調査 とコ ミュニティーにおける在宅介護者調査である。聞 き取 り調査 の結果 は、
諮問委員会 に付託 される。この委員会 は、一般開業医 をはじめ医療 ソーシャルワーカー、聖ヘ ラー
国民保健 サービス・ トラス ト

(St.H.NHS.T)病 棟管理者、自治区住宅・社会サービス部職員及

び在宅介護者 など 23人 によって構成 される。委員会は、調査結果 に沿 って問題 の所在 を確かめ、
医療関係者 と在宅介護者 との連携 にむけた提言を行 う。
聞 き取 り調査の対象である在宅介護者 の人数 と構成 をあらかじめ示すならば、表 8の 通 りであ
る。男女の比率 は、 2つ の調査 ともおよそ 1対 3で ある。在宅介護 を担 う男性 の多 くは、被介護
者 の夫である。同じく女性 の主力 は、妻、娘 あるいは嫁 である。在宅介護 を担 う児童 も、数 は少
ない ものの含 まれる。少数民族 に属する在宅介護者 も、 これも僅かながら含 まれる。
以下では、 2つ の調査結果 について順 を追って概観 した上で問題 の所在 を確かめ、医療関係者
と在宅介護者 との連携 にむけた提言 とこれ に沿 う具体的な措置 について紹介 したい。

(1)退 院 調 査
在宅介護者 をどの ように確認するのか、 これ自体が一つの大 きな仕事である。病院の調査用紙
は、在宅介護者 について詳 しく記入する程 の紙面 を持たない。詳 しさや正確 さに幅の出 るのもお
のず とやむを得 ない。 この為、在宅介護者が どの程度 の介護 を担 うのか、患者 の家族が実際 に在
宅介護者 なのかどうか、 これらの確認 は、病院職員 にとっていささか厄介な仕事である。病院職
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表8

ロン ドン・ サ ッ トン自治区 における医療 関係者 との連携 に関する調査の対象者 の構成
実

成

構

別

性

在宅介護者

数

調査 1(1)(A)

比

(人 )

調査 2。 )(B)

性 性

男 女

計

小

年齢階層別構成
17歳 以 下
18歳 以上59歳 以下

率

(%)

(A)(1)

(B)(2)

23.5

27.3

76.5

72.7

100.0

100.0

3.9

0

47.1

51.5

60歳 以 上

49.0

48.5

小 計

100.0

100.0

100.0

97.0

人 種 別 構 成
ヨー ロ ッパ 系 白人
ア ジア人
小

計

0.0

3.0

100.0

100.0

4

90。

9

19.6

9。

1

80。

計

ガ

同
月J

居 居

同居/別 居別構成

100.0
８ ３ ４ ６ ０ ２ ０ ２ ｏ
・

被介護者 との関係別構成
夫
妻
母

親

娘、
息

嫁

姪、

甥

子

姉妹、義姉妹
他
小 計

100.0

15.7

22.9

31.4

37.1

3.9

11.4

33.3

17.1

3.9

0.0

3.9

5.7

9

0=0

5。

2.0

5.7

100.0

100.0

[資 料]Fran Moffat,Raising the profile of carers in General Practice and primary care,Merton,Sutton and

Wandsworth Health Autho五 ty,LB 9f Sutton GP/Carers PrOiect,March 1996,p.6よ
1は 退院調査、 同 2は 、 コ ミュニ テ ィー にお ける在宅介護者調査である。
121 四捨五入の為、合計は100に ならない場合がある。

[注 ](1)調 査

り作成。

(3)2人 の在宅介護者が、いずれも2人 の被介護者を世話する為である。

員 は、在宅 介護者 を特定 しえない こ とか ら、患者 の妻 や夫 を在宅 介護者 と見 なす例 も生 まれ る。
他 方、 患者 の妻 や夫 あ るい は子供 が一 人 の例 外 もな く在宅 介護 者 で あ る と自己認 識 して い るか と
言 えば、 そ うで はな い。彼 や彼 女 た ちの 多 くは、 良 き妻 や 夫 あ るい は娘 として振 る舞 うので あ っ
て、在宅 介護 者 としての 自覚 につ き動 か され て世 話 に当 た るわ けで はな い。自分 が 妻 や 娘 で あ り、
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だか らこそ妻や娘の当然す ぎる仕事 の一 つ として介護 を手掛 ける とい った古 くか らの通念 が人 々
を支配す るのである。 多 くの人 々が、 自分 を在宅介護者 と見 な し、 そのニーズ と悩 み とを表現す
るには、一定 の時間や一対 一の面談 をへ なければな らない。聞 き取 り調査 に応 じてはじめて在宅
介護者 としての 自分 を認識 する例 も少 な くない。
冊子 が渡 されなければな
情報 の伝達 に関す る一般化 された手続 きは、病棟 に認 め られない。イヽ
らない とは、患者 や在宅介護者 の誰 一人 として考 えてい ない。 ある病棟 は、情報伝達 のタベ を入
院前 に催す。患者 と在宅介護者 は、 その場 で色 々 と尋 ねる ことがで きる。病棟職員 は、 この時 も
しくは入院時 に病院内 の手続 きと管理及 び退院 に関す る文書 を患者 に手渡す。他 の病棟 の患者 を
看 る在宅介護者 は、掲 示板 の有用性 について指摘す る。他 の病棟 で は、患者用 フ ァイル に記載 の
情報 が有益である と何人 かの在宅介護者 によって指摘 され る。 しか し、全 ての在宅介護者 が この
フ ァイル を閲覧で きると考 えて い るわ けではない。フ ァイル は個人の秘密 に属 す る ことで あ つて、
目を通 せ る書類 でない と考 える在宅介護者 も多 い。文書 による情報 を入手で きる場合 で も、書 か
れてい る ことが実際 と完全 に一致す るのか どうか、あ るい は不正確 な内容 を含 むのか どうか定 か
でない。例 えば看護婦 の文書 に示 された考 えが常 に実地 に移 され るとは限 らない。

4人 に 3人 近 くの在宅介護者 は、病院 の手続 きについての情報 を受 け取 つて い な い (35人 、
72.5%)。 2人 に 1人 の在宅介護者 は、病院職員 のユニ フ ォーム と氏名、薬物治療、患者 の容態 な

どに関す る情報 が与 えられ るな らば、大 いに助 か ると答 える(26人 、50.9%)。 かな りの在宅介護
者 は、他 の患者 な どを通 して必要 な情報 を手 に入れ る。入院 が長 び くにつれて 自分 の観察 を通 し
て情報 を入手 す る場合 もある。患者 と在宅介護者 は、彼 らの接触す る医療関係者 をいつ も見分 け
られ るわけではない。 ある在宅介護者 は、病棟 の中で見 えぎる存在 ではないか と感ず る。看護婦
は、在宅介護者 に「 こんにちは」 とい う声 さえ稀 にしか掛 けて くれないか らである。在宅介護者
は、 この ような下 で孤立感 にさい な まれ る。
専門職者 が何 を言 ってい るのか聞 き取 れない、あ るい は理解 で きない と述 べ る患者 と在宅介護
者 もい る。 その理 由 は色々である。会話 が、耳 の遠 い患者 を介 してなされ るか らである。医療関
係者 がアクセ ン トの強 い英語 を早 口で しゃべ る場合 もあるか らである。患者 と在宅介護者 が、重
要 な情報 を実 際 に理解 で きてい るか どうか点検 しなが ら会話 を進 めるな らば、 この種 の問題 も解
決 され る。患者 を介 した情報 が在宅介護者 に正確 に伝 えられ るか どうかは、一概 に言 えない。患
者 が相応 の記憶力 を持 ち、在宅介護者 のニーズ について も心 を配 り正確 に理解す るな らば、適切
な方法 である。 しか し、病棟職員 は、患者 と在宅介護者 の関係 について概 して知 らない。患者 を
介 した情報 の伝達 は、 その ような下 で至極危険 である。情報 は、残念 な ことにこれ らを無視 して
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伝 えられ ることも少な くない。 これが偽わ らざる実際 の姿 で ある。在宅介護者 は、退院 について
患者 を介 して知 る こ とが多 い。在宅介護者 によっては、病院 の訪問 さえもままな らない。退院 に
ついて意見 を交わすわ けにいかない。 ある病棟 では電話 によって直接 にこの よ うな在宅介護 者 と
話す機会 を持 つ例 もある。
患者 と在宅介護者のニーズ調査 は、医療関係者 によって充分 に行われ るか と言 えばそうではな
い。療法士 によるニ ーズ調査 は、期待薄 で ある。行 き届 いた調査 は、高齢の患者 を収容す る病棟

で行われることが多い。少な くとも2人 の在宅介護者は、作業療法士による住宅調査を受ける。
他 の数人 の在宅介護者 も、歩行用の補助具や改造済みのナイフのようなちょっとした器具 につい
て助言を得る。 しかし、多 くの在宅介護者は、そのようなサービスを作業療法部門から受けられ
るとは知 らない。 その種 の情報 を受け取 っていない し、サービス も受けていないからである。他
の在宅介護者は、患者が理学療法士 と会ったかどうかについて知 らない。ある在宅介護者 は、理
学療法士が彼女の母親 を訪ねたにもかかわらず、就寝中の母親 の姿を確認 しただけで何 の調査 も
せず に帰 った と知 って驚 きの表情をあらわ にする。 この母親 は、その後何の援助 もなしに退院す
る。在宅介護者 は、 4週 間 をかけて母親 の歩行訓練 に当た り、 ようや くにして母親 の自力 による
歩行を可能にする。歩行訓練は、在宅介護者の文字通 り手探 りである。 この種 の苦労 は、医療関
係者 による退院前の指導 さえあればず っと軽減されるはずであるL被 介護者の負担を軽 くするで
あろうことも、自明である。
多 くの在宅介護者は、ソーシャルワーカー とその仕事 について残念なが ら知 らない。 ソーシャ
ルワーカーに尋ねることを不名誉 と考えた り、失敗や怠慢の印 にな りかねない と感ず る在宅介護
者 も幾人かいる。 2人 の在宅介護者は、ソーシャルワーカー と接 してからとい うもの、悪 い印象
を抱 き続 ける。在宅介護者がソーシャル ワーカーに会 うにして も、自宅での介護の方法や在宅介
護者 の悩 みについて意見を交わすに充分な時間がいつ も用意されるわけではない。
退院計画の議論に活発に掛か り合 う在宅介護者は、少ない。 それは、容易 ならざる容態の患者
を看る在宅介護者 に通常限 られる。多 くの在宅介護者は、活発 に掛か り合わないばか りか、退院
の手配 について病棟職員から直接 もしくは患者を介 して間接的 に伝 えられるにすぎない。 これが
せいぜいのところである。 ソーシャルワニカーや看護婦あるいは医師が、患者や在宅介護者 と話
し合 う為 に検査結果の出 るのを待 つ姿 も時折見か ける。 しかし、退院は検査結果の提出直後 に行
われる。患者 と在宅介護者は、容態や退院後 の問題 について話 し合 う機会 もなしに病院をあ とに
するのである。看護婦や医師の折角の善意 も、在宅介護者 に伝わらない。
在宅介護者の多 くは、患者の医学 もしくは看護学上のニーズについてみずから進んで話 し合 う
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ことに消極的である。 まして自分の健康 について話 し掛 けることなど、考 えの及ぶ所ではない。
それは無理からぬことである。分別 をわきまえる人々は、医師や看護婦な どの専門職者 に尊敬 の
念 を抱 き、その返答 に受動的である。在宅介護者の中には話 し掛 ける機会 を待 ち受ける人々 もい
る。 しかし、あらかじめ心積 りにした機会 を失って、医療関係者 と話 し合 うこともな く病院 をあ
とにする在宅介護者 もいる。他方、病院職員 は、尋ねられると情報 を流 しはするものの、自ら率
先 して話 し掛 けようとしない。在宅介護者 とかかわ りを持 つことによつて、ただでさえ拘束の多
い時間 を切 り縮 めた くない とい う分別が働 くのである。
地域 の
病棟 によって様々である。5人 中 4人 の在宅介護者 は、
地域 におけるサービスヘの言及 は、
サービスについて殆 どもしくは全 く知 らない (41人 、80。 4%)。 僅かに10人 中 1人 強の在宅介護者
7.8%)。
11.8%、 他 に少 しは知っている 4人 、
だけが、その種 の情報 を充分に持 つにすぎない (o人 、

在宅介護者 は、情報の不足 について退院後 にようや く自覚するのも稀 ではない。 ある在宅介護
者 は、自宅 における妻の一時的な発作 に肝 を潰 した体験 をもつ。 この在宅介護者が発作 の何たる
かについて理解するのは、外来の窓 口で卒中患者 に関する何種類かのパ ンフレットを手 に取 り目
を通 した時である。 これが最初である。精神衛生上の問題を抱 える患者の在宅介護者 は、次のよ
「私は、建設業者です……患者 にどのように接 して介護すれば良いのか、多 くの情報 と
うに言 う。
oこ れは、退院前 に伝
援助 を与 えて くれませんか。何が正 しいや り方なのか教 えて くれませんか」
えられた希望ではない。患者 を自宅 に迎 え入れてから発せ られた声である。
聞 き取 り調査 には、在宅介護 を担 う 2人 の児童 も含 まれる。 1人 は、16歳 の少年である。い ま
ひとりは 13歳 の少女である。少年の母親 は、多重硬化症を患うことから、かなりの介護 を要する。
少年の姉が数年 に亘って介護 に当た り、在宅介護者 としても自治区に登録 していた。最近では、
この少年が介護を担 う。少女 は、てんかんによって重度の障害 を持つ両親 と一緒 に住 む。病棟職
員 は在宅介護 を担 う児童 (young carer)と い う用語 こそ使 わない ものの、 2人 の児童が追加 の負
担 を背負 うことについて既 に知っている。例 えば少女は、学校が終わる と 1日 も欠かさず に病棟
にやって来 る。そして両親 の様子 について時々話 してい く。
少年 は、介護 の役割 について色々 と考 えるようである。 しかし、在宅介護者 としての登録 は、
希望 しない。少年 は話 し相手が欲 しい、殊 に在宅介護 を担 う他 の児童 と話 したい と望む。少年の
通 う学校 は、少年が在宅介護 を担 う児童であると了解 している。 しかし、学校職員 は、最 も効果
的な方法で少年を援助す るわけではない。少年の友人 の前で母親 の様子 について尋ねるなど、配
慮 に欠 く援助 も見 られる。友人たちも少年の介護負担 について知 っている。少年 は、母親の容態
についてなによ りも心配す る。少女 は、友人 もな く孤立 しているように見える。家族 は、転居を
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何度 か繰 り返す。少女 は友人 をその都度失 う。彼女 は、学校 が終 わると寄 り道 をせ ず に家 に帰 る。
彼女 は、両親 の ことをなによ りも気 に懸 けるか らである。
入 院 の以 前 か ら介護 を担 う在宅介護者 は、一般開業医による医療上 の処置 に満足する。一般開
業医 の処方に不満 の意 を表す在宅介護者 もご く僅 かなが らい る。 ある在宅介護者 は、妻 へ の処方
が誤 ってお り、投与 された薬物 が あ まりに強す ぎると断ず る。僅 かの在宅介護者 なが ら、一般開
業医 による他 の援助 を好意 的 に評す る人々 もい る。 ある在宅介護者 は、一般開業医の対応 をいか
に も適切 で有益 な援助 で ある と言 う。 しか し、在宅介護者のニーズ、例 えば一 時休息 のニ ーズ に
全 く関心 を払わ ない一般開業医 もい る と指摘す る在宅介護者の声 も聞 かれる。患者の為の コ ミュ
ニ テ イー ケア調査 を手掛 けて も、
在宅介護者むけの同種調査 を行 う一般開業医 は極 めて稀 で ある。
患者 の入退 院 に関す る調査票 が、48人 中 36人 の一般開業医 に送 られ る。残 りの 12人 は、患者
のナーシングホームヘ の入居 や死亡 な どの理 由か ら送付 を取 り止 める。36の うち 25の 調査票 が
返送 され る (回 収率 69。 4%)。 16人 、比率 にして 64.0%の 一般開業医 は、患者 の入院 に関与す る。
僅 かに 6人 、 17.1%の 一般開業医 は、患者 の退院 についてその当 日もしくは翌 日の うちに知 る。

15人 、60.0%の 一般開業医 は、退院 か ら 2日 以上 のちに知 る。他 の 4人 、16.0%の 一般 開業医が、
患者 の退院 について知 ったのか どうか、定 かではない。殆 どの病棟 は、一般開業医宛 の退院通知
を在宅介護者 もしくは患者 に託す。 しか し、幾人かの在宅 介護者 は、 この通知 を随分遅 くなって
か ら一般開業医 に手渡す。 また、他 の在宅介護者 は、 この通知 をどの よ うに扱 ったか記憶 して い
ない。僅 かに 2人 の一般開業医が、退 院 の,切 の措置 に満足する。他 の 23人 の一般開業医の評価
は、
「 まあ まあ満足」か ら「不満」 まで分 かれ る。殆 どの一般開業医は、患者 の医学的・社会的な
ニ ーズに関 して彼 の受 け取 った情報 に不満である。 2人 に 1人 近

くの一般開業医 は、適切 な時期

の退院であると評す る (12人 、48.0%)。 同 じ く4人 に 1人 強 は、患者の容態や在宅介護者 の
準備
を考 える とあ まりに も早す ぎる退院 で ある と批判的である (7人 、28.0%)。

3人 に 2人 強 の医師

は、退院後 に患者 を往診す る (17人 、68.0%)。 一般開業医が往診 した 2つ の事例 は、患者や在宅
介護者の依頼 に応 じた ものである。
退院調査 の要点 を 4つ に絞 って最後 にまとめてお きた い。第 1に 、在宅介護者 は、患者の退院
計画の立 案 と実施過程 に主体 的 に参加 していない。 この要因 は、一義的 ではない。在宅介護者 を
退院過程 にま き込 む手続 きは、 どの病棟 で も不明 で ある。病院職員 が過重な仕事 を担 って実 に多
忙 であるとい う事情 もある。殆 ど全 ての在宅介護者 は、病棟職 員 の忙 しさについて異 口同音 に指
摘する。介護 を担 う人々が、在宅介護者 としての 自己認識 を持たない こ とも影響す る。第 2に 、
病棟職員 は、在宅介護者 とその役割 について多 くの場 合 これ といった情報 を持たない。病棟職員
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は、 だか らこそ次の ように心得 て い る。す なわち、在宅介護者 はもし問題 を抱 えるな らば率先 し
て相談 を持 ちかけるにちが いない。 しか し、在宅介護者 か ら話 し掛 けるのは稀 であ り、少 なか ら
ず勇気 の い る ことで ある。 これには幾 つか の要 因 が働 く。病院職員 の忙 しさを見聞 きす るにつ け
て相談 を持 ち掛 けず らい こと、保健 当局 に尊敬 の念 を抱 くこと、職員 の役割 について これ とい っ
た情報 を持たない こと、地域 におけるサ ー ビスについて殆 ど知 らない こと、等 の要因 である。第

3に 、 ソ早 シャル ワーカー との接触 は、病棟 によって色々である。在宅介護者 は、思者 の薬物治
療 や退 院後 に介護者 として期待 され る作業 について必ず しもはっき りと理解す るわ けではない。
退院 日は、 しば しば患者 を介 して在宅介護者 に伝達 され る。退院計画 へ の主体的 な参加 は、 この
例 にも示 され るように在宅介護者 に とってむずか しい話 である。在宅介護者 の中 には、患者 の退
院 に不安 をもらす人 もい る。 しか し、 これは無視 され る。不安 は、患者 の退 院後 に実際 の問題 と
なって立 ち現 れ、在宅介護者の両 肩 に重 くの し掛 か る。

12)コ ミュニテ ィーにお ける在宅介護者調査
介護 の責任 は、比較的軽 い場合 か ら至 って重 い負担 まで一様 でない。 4人 に 1人 強 の在宅介護
者 は、独力 で重 い責任 を果たす (9人 、27.3%)。 在宅介護者 は、介護 について様 々な受 け止 め方
をす る。
「 それ は、私 に使命感 を与 えて くれ ます。私 の 目的 は、私 の妻 の世話 をす る ことです。……
引 き受 けるに値する作業 です。満足感 さえ与 えられ ます」。介護 を担 う人 々 は、自分 を在宅介護者
「私 は、どの娘 も手掛 ける ことをや るにす ぎない
と認識 す るわ けでない。あ る在宅介護者 は言 う。
のです」。別 の在宅介護者 も言 う。「私 は、 自分 を在宅介護者 とは決 して位 置 づ けませ ん。私 は、
「 もしあなたが 自宅 で一切 を手掛 けるな
具合 の悪 ぃ妻 を抱 えた夫 なのです」。別 の在宅介護者 は、
らば、介護者 なのです よ」 とある人 に言 われ るまで、在宅介護者 であるとは少 しも気付 かなかっ
た。別 の在宅介護者 は、在宅介護者 としての 自己認識 の重 要性 についていかに も教訓 にあふれる
「私 は、自身が在宅介護者 であると考 えるようになってはじめて、次 のような感情 を
発言 をす る。
｀
抱 きました。私 は、 自分 自身 と夫の ことについて医師 に話 し掛 ける ことがで きる。 ……医師 は、
在宅介護者 としての私 を無視 して夫 にだ け話 し掛 けがちです」。
多 くの在宅介護者 は、援助 について尋 ね るのをため らう。 ある在宅介護者 は、援助 について尋
ね るのに罪悪感 さえ抱 く。在宅介護者 として 自治 区 に登録す るか らと言 って、援助 についてなん
のため らい もな く尋 ねるようになるわ けではない。両者 は、別 の行為 である。在宅介護者 は、色 々
と努力 した末 に抜 き差 しな らない状態 に陥 る時、 ようや くにして援助 について尋 ね る。家族 とし
てで きる限 りは援助 について尋 ね ようとしない。 これ は、在宅介護者 の多 くによつて支持 される
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見方 である。
ニ ーズ調査 は、病院や ソーシ ャル ワーカー、一般開業医あ るい はボラ ンティア団体 によって手
掛 けられ る。30人 の在宅介護者 の うち 26人 、86,7%の 在宅介護者 が ニーズ調査 を受 ける。この う
ちの 9人 、30.0%の 在宅介護者 は、介護者 に関す る項 目が ニーズ調査 に含 まれて いた ように記憶
す る。同 じ く 17人 、56,7%は 、介護者 に関す る項 目が含 まれて いたか どうか確認 しえない。残 り
の 4人 、13.3%は ニ ーズ調査 自体 を受 けない。 この種 の調査 を受 けた在宅介護者の多 くは、サ ー
ビスの給付 を受 ける。サー ビスの種類別 の受給状況 は表 9の 通 りである。 サー ビスに対す る在宅
介護者 の評価 は高 い。「私 は、高齢者 にか くも多 くの援助 がなされ るとは思 い もよりませんで し
た」。サー ビスの価値 を認 めるだけに、サ ー ビス とりわけ家事 や入浴サー ビスの拡充 を求める声 も
少 な くない。
在宅介護者 の一 時休息 は、表 9に 示す ように多様 な方法 に支 えられる。 3人 の在宅介護者 は、
被介護者 と一緒 に住 んで いない こ とか ら、介護 か ら離 れて しば らくの休息 を取 る こ とがで きる。
これ らの人々 を含む一定数 の在宅介護者 は、 さした る問題 もな しに休 息 を取 る。 しか し、介護 か
ら離れ て休息 を取 ることが多 くの在宅介護者 に とっていかに重要であるとして も、実際 に休息 を
取得す る段 になる と、様 々 な障害 を伴 う。ある在宅介護者 は友人 に勧 め られてはじめて一 時休息
を取 る。 この在宅介護 者 は、 それか らとい うもの「一時休息 は欠 くべ か らざる生命線 である」 と
表9

ロン ドン・ サッ トン自治区の在宅介護者のサー ビス受給状況
実 数 (人 )

比

ホ ー ム ケ ア

率③

(%)

16.7

買 物 の 援 助

6。

7

地 域 看 護 婦
デイセ ンター

46.7

ク ロス ロー ド

23.3

33.3

作 業 療 法 士

50.0

精神科地域看護 婦

30.0

時

休 息
被介護者 と別居(1)
介護 か ら短 時間離れ られ る(1)
家族や友人 による介護の肩代 り(1)
社会 サー ビス部 による一時休息措置(a

(3)

(10.0)

(10)

(33.3)

(4)

(13.3)

[資 料 ] 表 8に 同じ、pp.28■ 30よ り作成。
これ らは、サービスの受給 による一時休息ではない為、計数 を
[注 ](1)
(2)
(3)

7

( )内 に示 した。

被介護者 のデイセンターヘ の入所 を除 く。
ニーズ調査を受けたかどうかについて回答 した30人 中の比率である。

―‑64‑―

23.3

ロンドン・ サットン自治区の在宅介護者
言 う。少 な くない在宅介護者 は、一 時休息 の 由 に被介護者 と離 れ る ことに一種 の罪悪感 と気苦労
を抱 える。在宅介護者 は、被介護者 へ の罪 の意識 にさい なまれて一 時休息 を断念す る こともある。

3人 中 2人 の在宅介護者 は、健康 上の問題 を抱 える(22人 、66.7%)。 他 の 8人 に 1人 弱 の在宅
介護者 は、 その種 の問題 を持たない (4人 、 12.2%、 他 の 7人 は不明)。 しか し、後者 は疲 労感 に
さい なまれ、それが介護 によって悪 くな りつつ ある ことを認 める。前者 の うち 17人 の在宅介護者
は、 その健康上の問題 が一般開業医 によって確認 されて い ると受 け止める。
在宅介護者 の多 くは、問題 が生ず る とまっ先 に一般開業医 を訪 ねてその判断 に従 う。在宅介護
者 に とっては、地域 で最 も信頼 で きる存在 である。在宅介護者 は、一般開業医 の繁忙 さについて
良 く知 ってい る。4人 に 1人 強 の在宅介護者 は、一般開業医 の多忙 さについて直接 に指摘す る (9
人、27.3%)。 「彼 は、驚 くほ ど忙 しい医師 です」。在宅介護者 は、一般開業医 の多忙 さを知 るにつ
「私
「私たちは、医師 を極度の疲労 に追 い込む ことを最 も恐れ ます」。
け話 し掛 けるのをため らう。
は、専門職者 の知恵 を借 りよう と色 々 な問題 を整理 して一般開業医 の所 へ 出掛 けました。 で も、
何 も尋ね る こ ともな しに戻 って来 ました。 ……一般開業医 の落 ち度 ではあ りません。私 が胸襟 を
開 いて話 し掛 けない限 り、彼 は私 の抱 える問題 について知 る由 もないで しょう」。
在宅介護者 は、一般開業医 の援助 を受 ける上で、受付係 とその態度 こそ重要であると指摘す る。
愛想 が良 く役 に立 つ受付係 は、一般開業医へ の受診予約 を容易 にす ると言 うのである。他 の在宅
介護者 は、患者 と一般 開業医 との障壁 として受付係 を位置 づ ける。受付係 で予約 を取 る こと自体
が、一 仕事 である と言 うのである。
一般開業医へ の予約制度 は、一様 でない。在宅介護者 の独 自のニーズに配慮 した制度、例 えば
被介護者 と在宅介護者 の予約 を一緒 に行 う制度 の導入 は、僅 か に 5人 中 1人 弱 の在宅介護者 が知
るだけである (6人 、 18.2%)。 在宅介護者 の中 には、予約 を取 る こと自体 を負担 に感 じる とい う
声 もあ る。在宅介護者 は、予約 の為 に一般開業医 の所 へ 出掛 けなければな らない。 この間、被介
護者 を看 て くれる人 をあてがわなけれ ばなな らない。 そうは言 って も、長 い時間 で もない ことか
ら、 ふ さわ しい人 を探す こと自体 が一 仕事 である。 だか ら予約 を取 る ことをおっ くうに感ず るの
である。一般開業医が 自宅 を訪問 してその時 に予約 を取れ るな らば、こうした負担 も解消 される。

5人 に 1人 強 の在宅 介護 者 は、各種 のサ ー ビス につ い て一 般 開業 医 に教 え られ る (7人 、
21.2%)。 この中 には公的な手当、一 時休息、理学療法士 とそのサー ビス な ども含 まれ る。少な く

とも 3人 に 1人 の在宅介護者 は、手 当やサー ビスに関 す るで きるだけ早 い時期 の助言 を歓迎す る
「一
(11人 、33.3%)。 在宅介護 者 は、一般開業医 による医学上の処方以外 のサー ビス を歓迎 す る。
般開業医 か ら提供 され るサ ー ビス は、在宅介護者 に有益 であるか どうか」 と問 うた ところ、サ ー
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ビス を肯定的 に評価す る在宅介護者 は、表 10に 示す ように多 い。
地域看護 婦 を高 く評価す る声 も少 な くない。少 な くとも 6人 の在宅介護者 は、地域看護婦 とそ
の援助 を一般開業医 のそれ よ りも高 く評価す る。 それは、失禁 へ の対応 や 日常生活上 の援助 につ
いて親身 に教 えて くれ るか らである。失禁 についての知識や技術 は、一般開業医 に期待 しようも
ない。専門的 な知識や技術 を身 につ ける こ とか ら、介護 に伴 う気苦労 もおのず と軽 くなる。次の
声 は もっ ともで ある。
「私 は、地域看護 婦 のす ぐれた援助 がな ければおそらく介護 を担 ってい けな
いで し ょう」。
聞 き取 り調査 の要点 に関わ って、 3つ の こ とを指摘 してお きた い。第 1に 、介護 を担 う人 々が
一人残 らず在宅介護者 として 自分 を捉 えるわ けで はない。 そうした 自己認識 は、実際 の ところ少
数 で ある。第 2に 、医療関係者 は、在宅介護者 を援助 のひ と りと捉 えて い るか と言 えば、 それ も
残念 なが ら少数 である。患者 とそのニーズ を理解 し、手 を差 し延 べ るべ き対象 として捉 えない職
員 はい ない。 しか し、患者 の夫や妻 として同 じ家 に住 みなが ら介護 を担 う人 々のニーズ は、 どれ
ほ どの職員 によって理解 されてい るであろ うか。第 3に 、多 くの在宅介護者 は、絶望的 とも思 え
る状態 に至 って ようや く援助 について尋 ね ようとす る。情報 の不足 は、 その一 因 で あ る。同時 に
医療関係者 な どによる理解の不足 と対応 の遅れ も影響す る。

(3)医 療関係者 との連携 の模索
2つ の調査で確かめられる事実の一部 は、在宅介護者への諮間 を通 しても同 じように指摘 され
る●0。 94年 11月 のことである。自治区はこれらの声 も踏 まえなが ら、医療関係者 による援助 のあ
り方 について検討 を続 け必要な措置を取る。

表 10 ロン ドン・ サ ッ トン自治区の在宅介護者 によるサー ビス評価 の状況
実

数 (人 )

自分 自身 に
有益 (A)

５
２

(B)

60.6

90。

9

48.5

75。

8

51.5

78.8

６
２
３
．

9

93.9

48.5

81.8

24.2

72.7

48.5

81.8

７
２

６
１
８

４
２

６
・

７
２
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(%)

(A)

90。

8に 同 じ、p.34よ り作成。

率

０
３

０
３

[資 料 ]表

７
・

在宅介護者の健康診断

６
１

在宅介護者の予約 システム
在宅介護者情報便 覧
在宅介護者援助 グループ
カウンセ リング

０
２

介護技術の訓練
誰 か と話す

比

他 の在宅介護
者 に有益 (B)
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患者 の退院 にかかわ る課題 は、大別す ると 5つ である。在宅介護者問題 についての理解 を進 め
る こと、在宅介護者 の確認作業 に改善 を加 える こと、在宅介護者 と病院職員 との情報 の伝達 を良
くす る こと、退院過程 へ の在宅介護者の積極的な参加 を確保す る こと、最後 に、病院 と一般開業
医 との連絡 を効果的 に行 う こと、 これ らである。
まず、在宅介護者問題 についての覚醒 は、 2つ の調査結果要約版 の医療関係者 へ の配布 をはじ
め在宅介護者 に関す る医療関係者 の為 の会議 の開催、全ての,般 開業医 に対 する研修会議の開催、
同 じ く全 ての一般 開業医 と病棟 へ の情報便覧及 びチ ェック リス トの配 布、在宅介護者 に関す る
リーフレ ッ トの医療関係者 へ の配布 な どを通 して進 め られ る●0。 また、在宅介護者 へ の情報 は、
病床 の脇 に置 かれ る患者用 フ ァイル の充実 や在宅介護者 の為 の連絡用掲示板及 び退 院連絡掲示板
の設置、在宅介護者 セ ンター に関す るポスターの作成 と掲示、患者 と在宅介護者 の為 のチ ェ ック
リス トの作成 と配布、病院案内 の改訂 な どを通 して改善 にむけた手 が打 たれ る。あ るい は在宅介
護者 の確認 と退 院計画 へ の参加 にかかわっては、退院計画 チ ェ ックリス トの全面的な改訂 として
実 を結 ぶ。 これは、看護部門 の管理者 と病院事務職員及 び住宅・ 社会 サ ー ビス部担当者 との討論
をへ て改訂 される。 さらに、病院 と一般開業医 との連絡 にかかわっては、前者 か ら後者 へ の患者
や在宅介護者 を介 した間接的 な伝達 は改 め られ、 フ ァックスによる情報 の直接的 な伝達 が試 み ら
れる。 これ はA4版 4ペ ージか らなる。 そ こには、退院後 の処置 やサー ビス、在宅介護者 に関す
る情報 が盛 り込 まれ る。
コ ミュニ ティーの在宅介護者 にかかわ る課題 は、 4つ ある。在宅介護者問題 についての意識 を
一般開業医 をはじめ とす る医療関係者 や住宅・ 社会 サ ー ビス部職員 の中で高 める こと、在宅介護
者 の確認作業 に改善 を加 える こと、在宅介護者 や一般開業医 へ の情報 の伝達 を工夫す る こと、一
般開業医 と在宅介護者 セ ンター との連携 を図 る こと、 これ らである。
在宅介護者問題 へ の意識 の高揚 は、前後 2回 に亘 る研修機会 の開催 とこれへ の一般開業医や受
付係職員 の参加 を通 して図 られ る。在宅介護者 に関す る 95年 法 の解説 は、住宅・社会 サ ー ビス部
の職員 を対象 に実施 され る。 また、在宅介護者 の確認 にかかわっては、受付係職員 むけの在宅介
護者 チ ェ ック リス トが新 し く作成 され利用 に供 され る。在宅介護者 むけの情報 には反省 が加 えら
れる。すなわち、在宅介護者 は分量 の多 い情報冊子 な どを読 もうとしないのではないか、 とい う
反省 で ある。在宅介護者 むけの情報便覧 は、 この反省 に沿 って再検討 に付 され、そ こに記載 され
る情報 はよりす ぐられ圧縮 され る。一般開業医へ の情報 の伝達 で は、在宅介護者 登録制度 に改善
が加 えられ る。 この制度 によって収集 され る情報 は、 コンピュー タに入力 され容易 に取 り出す こ
とがで きる。取 り出す情報 は、 もとよ り同意 を得 た在宅介護者 の分 に限 られ る。一般開業医 に配
―‑67‑―

経済研究 3巻 1号
布 され る情報便覧 は、在宅介護者 向けのサー ビス に関す る情報 を記載す る。 さらに、在宅介護者
セ ンター は、在宅介護者 の相談 に応ず る ことは もとよ リー般開業医 か らの問 い合 わせ に も応対 す
る。両者 の連携 は始め られたばか りで ある。
これ らの措置 の もつ意義 は大 きい。在宅介護者 へ の支援 は、医療関係者 による理解 の進 む度合
に応 じて さらに進 むであろう。 また、各種の情 報便覧やチ ェ ック リス トは、在宅介護者 の確認 と
支援 を以 前 よりもスムーズ に進 める上で効果 を発揮す るであろう。筆者 は、 イギ リスの専門研究
者たち による次 の評価 に完全 に同意す る。 サ ッ トン自治区の「計画 が発足 す る以 前 は、在宅介護
者 を確認す る公的な仕組 みな ど一切 ない。一般開業医 と医療関係者 は、在宅介護者 を記憶 に頼 っ
て確 かめな ければな らない状態 であった ……。在宅介護者 の詳細 は、 コ ンピュー タに入 力 された
ことか ら容易 に知 る ことがで きる。在宅介護者 の確認 は、在宅介護者 を援助 す る上で最 も基本 的
な前提条件 で ある…

1」

。

医療関係者 による支援 の必 要性 は、 ふ り返 ってみると 87年 10月 の調査報告 にお いてはじめて
公式 に指摘 され る の。手法 の開発 とその実践 は、それか ら 10年 をへず して試 み られ る。その意義
は、イギ リスの専門研究者 たちの評価 に示す ように大 きい。 自治区の措置 は、他 の 自治体 へ の提
言 で もある。医療関係者 との連携 にむけた他 の 自治体 の取 り組 みに比 べ て もす ぐれ て積極的 であ
るか らである。表 11は 、医療関係者 との連携 に関す る自治体 の取 り組 みについて一 覧 した もので
ある。資料 は、表中の下欄 に逐 一示す ように 自治体 の コ ミュニ ティーケア計画 をはじめ コ ミュニ
ティー ケア憲章及 び在宅介護者情報便覧 な どである。いずれ もイ ングラ ン ドの 80を 超す 自治体 か
ら収集 した資料 である。表中 にその名称 の記載 され る自治体 は、連携 にむけてすでに取 り組 んで
い る、 もしくは計画期 間中 に取 り組 む予定 である ことを示す。名称 のない 自治体 は、少 な くとも
コ ミュニ ティー ケア計画 な どを見 る限 り連携 にむけた取 り組 みをしてい ない、 もしくは少 な くと
も計画期 間 に関す る限 り取 り組 む意向のない ことを示す。サ ッ トン自治区 は、 この整理 に従 えば
ロ ン ドン・ グ リニ ッジ自治区 と同 じように連 携 にかかわ る 3つ の課題全 てに取 り組 む。 これ は、
医療関係者 との連携 にむけた 自治区の積極的 な取 り組 みを裏付 ける一例 である。
もとよ り問題 のないわ けではない。 2つ の ことを述 べ てお きた い。第 1に 、医療関係者 による
在宅介護者 の支援 は、 これ とい った経済的 な誘 因 を持たない。 これ は一般開業医 に とって もしか
りで ある。一般開業医 の経 営基盤 は、 さして堅 いわけではない。在宅介護者 の支援 は、収益 の確
保 とい う至上命題 に押 されてあ とまわ しにされかねない。一般開業医へ の啓発 だ けで片 の付 く程
容易 な問題 ではない。医療関係者 の倫 理感 を担保 す る経済的 な誘因が、期待 され る。 これは、国
民保健 サ ー ビスの運営 にかかわ るす ぐれて全国的な問題 である。第 2に 、医療関係者 の過重 な労
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表11 医療関係者 との連携に関する自治体の取 り組み一覧(⇒
自

課題

治

体

名

在宅介護者問題の認識 と ロン ドン 0カ ムデ ン自治区、 ロン ドン・ ケンジン トン・ チ ェルシー 自治区、
ロン ドン・ ルーイ シャム 自治区、 ロン ドン・ ニ ューアム 自治区、 ロン ドン・
在宅介護者 の確認
サザ ック自治区、 ロン ドン・ ウエ ス トミンスター 自治区、 ロン ドン 0バ ー キ
ング・ ダゲナム 自治区、 ロン ドン・ エ ンフ ィール ド自治区、 ロン ドン・ グ リ
ニ ッジ自治区、 ロン ドン・キ ングス トン・ アポ ン・ テムズ 自治区、 ロン ドン
・
マー トン自治区、 ロン ドン
・サ ッ トン自治区、 ボール トン市、 サルフォー ド
市、ロラザム市、テームサ イ ド州、ウィガ ン市、シェフ ィール ド市、バ ー ミ
ンガム市、ブラッドフォー ド市、サマセ ッ ト市、エーボン州、バ ー クシャー
・サセ ッ
州、 イース ト0サ セ ックス州、 ノーザ ンプ トンシャー州、 ウエ ス ト
クス州、 ウィル ドシャー州 (イ 靖認7自 治体 )
患者 の退院計画へ の在宅
介護者 の参加

ロン ドン・ カムデ ン自治区、 ロン ドン 0ケ ンジン トン・ チ ェルシー 自治区、
ロン ドン・ ラ ンベス 自治区、 ロン ドン・ サザ ック自治区、 ロン ドン・ ウエ ス
トミンスター 自治区、 ロン ドン・ ワンズワース 自治区、 ロン ドン 0バ ー キ ン
グ・ ダゲナム 自治区、 ロン ドン・ グ リニ ッジ自治区、 ロン ドン・ ヘーブ リン
・サ ッ トン自治区、サルフォー ド市、ス トックポー ト市、
グ自治区、ロン ドン
リヴァプール市、シェフ ィール ド市、ゲーツヘ ッド市、バー ミンガム市、エー
ボン州、 ケ ンブ リッジ シャー州、イース ト・ サ セ ックス州、 ノッチ ンガ ム
シャー州、サ フォーク州 (イ ヽ
計21自 治体 )

受 付 係 職 員 の 為 のチェック
リス ト

[資 料]Lambeth

ロン ドン・ グ リニ ッジ自治区、 ロン ドン・ サ ッ トン自治区 (小 計 2自 治体 )

Social Ser宙 ces,Lambeth comrnunity care charter 1996/97,p.%LB of Havering,Community care

plan 1996/97, p.2L, Newham Social Services, Newham's community care plan 1996-99, p.74, Southwark

Council, Southwark community care plan 1997-2000, p.87, Southwark Carers News, September/October 1996,
p.4, Barking and Dagenham, Barking and Dagenham community care plan 1996/99, p.73, Barking and
Dagenham local community care charter, p.8, Kensington and Chelsea and Westminster .Health Authority,
Community care plan annual report 1996-97, p.21, Camden Social Services, Camden community care charter,
p.39, City of Westminster, Community care plan for Westminster 1996-99, p.22, Enfield, Enfield community
care plan 1996/97 update, pp.14-15, Sutton Housing and Social Services, Sutton community care plan, May
1997, pp. 44-45, Royal Kingston, Community care plan 1996 to 1999, p.28 and p.51, Wandsworth, A Guide for
carers in Wandsworth 1995, p. 13 and p.24, Lewisham Social Services, Joint community care plan for Lewisham 1997-2000, p. 42, Carers' strategy 1996-1999, p. 13, Merton Council, Community care plan Merton L996/97,
p.64, LB of Greenwich, Greenwich community care plan 1995/96, p. 89 and p. 93, Stockport Metropolitan
Borough Council, Stockport community care plan 1997-2000, p.72, Bolton Carers Support Project, Bolton
metro carers guide, 1996 edition,p.29, Tameside Social Services Department, Tameside's joint community care
plan 1996/97, p.38, City of Bradford Metropolitan Council, Bradford community care plan 1995/96, p. 16,
Northamptonshire Social Services Department, Northamptonshire community care plan 1996/97, H4-H5, City
of Salford Social Services, A Handbook for carers at home 1996, p. 39 and pp. 44-45, Nottinghamshire County
Council Social Services, Community care charter, p. 15, Somerset County Council, Community care in Somerset
L997/98 and beyond, pp.40-41, The City of Liverpool, Community care services for Liverpool, a community
care charter 1996, p.13, East Sussex Social Services Department, Community care plan 1996-99, pp.17-19,
Social services information, April 1997, No. 24,pp.1-2, Bristol Social Services, Community care plan 1997-2000
for Bristol, draft for consultation, p.88, Bristol City Council and Avon Health Authority, Bristol City Council
charter for user of community care services, pp. 4-5, Royal County of Berkshire, Area plan 1997/98, incorporating the community care plan and children's services plan, p.8, Carers policy, p.7, Rotherham Department of
Social Services, Carers handbook, who does what ?, pp. 1-7, Metropolitan Wigan, Wigan community care plan
1996-99, p. ?6, West Sussex County Council, West Sussex community care plan 1996/97, p. 155, East Cambridgeshire, Cambridgeshire community care charter, p.6, City of Sunderland Social Services Department, City of
Sanderland community care plan 1996/97, p. 9, Suffolk County Council, Suffolk community care charter, p. 14
and p. 16, Sheffield City Counc.il, Sheffield's community care plan 1995/96, p.27, Gateshead Council Social
Services Department, Gateshead community care charter, p. 7, Wiltshire Social Services, Wiltshire community
care plan 1996-99, p. 27, Birmingham City Council Social Services Department, Birmingham's community care

plan 1995-96, pp. 14-16 J. D (Fffi"
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働負担 とこれによる多忙 さは、聞 き取 り調査 で明 らかにされた にもかかわ らず、政策課題 として
取 り上 げ られない。 そればか りか医療関係者 は、 この 自治区で も御多分 に もれず徐 々 に減 らされ
る傾向 にある

3、

在宅介護者 は、仕事 に追われ る医療関係者 の姿 を前 にして話 し掛 ける こ とさえ

もため らうのではなか ろうか。医療関係者 による個 々の創意 あふれ る支援 が伝 え られ るだ けに、
そうした努力 に逆 らう動 きとして見過 ごすわ けにいかない。医療関係者 の善意 を職員 の増員 とこ
れ に よる労働 の負担 の軽減 によって支 えて こそ、在宅介護者 の期待 にもそ うかけが えのない措置
で ある。
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