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はじめに

２０００年４月の介護保険制度施行から２年半が経

過した現在、保険者である各市町村では３年ごと

の事業計画の見直しに向けて種々の実態調査が行

われている。これらの結果には、必ずと言ってい

いほど介護支援専門員（以下ケアマネジャーと呼

ぶ）への支援策の必要性が唱えられている。すな

わち、介護保険制度によって生まれた新しいケア

マネジャーという職務には大きな課題があるとい

うことを示している。

そもそもケアマネジャーは介護保険制度におい

て、アセスメントによる利用者のニーズの把握、

ケアプランの作成、サービス利用の調整を行うと

されている。その際、利用者の主体性を重んじ、

自立支援のためにできるだけ利用者自身が選択で

きるように、関連機関や支援事業者との連携をと

る中心的な役割が期待されている。しかし、ケア

マネジャーを支援する体制が整っていないため

に、業務の重責に比してケアマネジャーが余りに

も無力であると言わざるを得ない。この事態を伊

藤（２００１）は「介護保険のもとでは、ケアマネ

ジャーが、膨大な給付管理業務に忙殺され、アセ

スメントや相談活動を通じたケアプランの作成と

いった本来のケアマネジメントは、ほとんど行わ

れないという本末転倒の事態が生じることとなっ

た」と警告している。実際、ケアマネジャーは本

来の業務を十分果たすことができず、無力感やジ

レンマを感じていることは、ケアマネジャーを対

象にしたアンケート調査で、３割以上（神戸ケア

マネジャー連絡会，２００１）が、「できるならケア

マネジャーの仕事を辞めたい」と考えているとい

う結果からも伺える。このように本来のケアマネ

ジメントができない状況での過度の負担からくる

ストレスや無力感から、バーンアウトして辞職す

るケアマネジャーも増加しており、このままでは

ケアマネジャーの確保自体が困難になることさえ

危惧される（伊藤、２００１）。したがって、このよ

うな深刻な状況におかれているケアマネジャーの

現状を改善するためには、彼ら自身のエンパワメ

ントが必要である。

本稿では、介護保険制度の開始半年後から、ケ

アマネジャー連絡会に参加し、フォーカスグルー

プ注）（Sheafor, １９９７; Toseland, １９９５; Krueger,

１９９４）の方法を用いて彼ら自身が現状の問題を明

らかにし、自らを取り巻く環境に働きかけるエン

パワメントアプローチの過程について検証する。

１ 研究方法

阪神間の典型的なベッドタウンである T市

（人口２１６，０００人余りで高齢者人口は全体の１４．８

％、要支援・要介護者の出現率は２００１年３月末で

全国平均とほぼ同じ１１．３％）において、２０００年９

月よりケアマネジャー連絡会（月１回）が発足し

た。これに継続的に参加し、地域別にケアマネ

ジャーの小グループを構成することによって、現

状の問題点や課題について討議し、困難事例につ

いて意見交換や情報交換を行った。２００１年４月、

＊キーワード：エンパワメント、ケアマネジャー、フォーカスグループ
＊＊関西学院大学社会学部助教授
注）フォーカスグループとは、共通する経験や知識を有する８人から１２人程度の小グループにより１時間から２時

間にわたって、特定の話題について討議することで、参加者の態度や認識における詳細なデータを得ることが
できる質的調査法の一つである。
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それまでに討議した問題点について、フォーカス

グループの方法を用いて「日常のケアマネジャー

の仕事で困ったこと、とまどったことは解決され

たか」をテーマに討議を行った。その際、①問題

点は解決されたか、②新たな問題が発生していな

いか、③改善された場合はどのような改善策を

行ったか、④改善されない場合の理由はなぜだと

思うか、の４点について整理した。さらに、一連

の当事者によるグループ討議の過程を、困難な状

況を強いられ無力化したケアマネジャーがエンパ

ワメントアプローチによって自らの問題を明らか

にし、環境の変革に働きかける過程として捉え、

分析した。

２ 結果と考察

（１）介護保険制度開始直後のケアマネジャーの

現状

T市ではケアマネジャー連絡会が発足する以前

の２０００年７月に研修会を開きケアマネジャーの意

見を集約した。当時、ケアマネジャーが問題だと

感じていた困難や不安をまとめると以下の通りで

ある。

ケアマネジャーが問題として感じている仕事上の

困難や不安

①ケアマネジャーの資質に関する問題

＊経験不足

＊コミュニケーションスキル不足

＊専門知識不足

＊全般的な力量不足

②ケアマネジャーを取り巻く環境の問題

＊仕事上の悩みに関する相談相手の不在

＊スーパーバイザーの不在

＊サービス業者や主治医との連携、調整の

困難さ

＊事務量の多さ

＊ケアマネジャーの社会的認知度の低さ

③社会資源に関する問題

＊情報不足

＊サービスの量的不足

④介護保険の制度上の問題

＊介護認定と実態のずれ

＊制度自体の複雑さ

＊ケアマネジャーの業務範囲の曖昧さ

＊ケアプラン作成業務に対する報酬の低さ

と職場での微妙な立場

（２）エンパワメントの必要性

前述のケアマネジャーの意見をもとに、コック

ス（Cox，１９９４）の無力化の概念を用いて分析す

ることによって、エンパワメントアプローチがな

ぜ介護保険制度下で働くケアマネジャーに必要な

のか述べることにする。

コックスは、エンパワメント志向の実践をする

際、現状がいかに個人を無力化（loss of power）

させているかを理解することが必要であるとし

て、高齢者の無力化の要因を個人的、社会的な側

面から分析した。この枠組みを用いてケアマネ

ジャーが現在抱えている様々な問題を個人と社会

の両面から分析すると、それらがさらに彼らのア

イデンティティや専門性の確立を妨げている要因

となっていることが理解できる（図１）。以下、

各々の項目について説明する。

個人（内的）要因

①経験不足

２０００年４月にスタートしたばかりの介護保険制

度とともに生まれたケアマネジャーという職務に

は、当然のことながら経験を積んでいる者はほと

んどいない（一部在宅介護支援センターに勤務し

ていたソーシャルワーカー等については従来から

ケアマネジメントを行っている）。ケアマネ

ジャーになるためには、それぞれの資格（厚生労

働省令で定められた２０種類の資格）で業務した期

間が５年以上、または社会福祉主事任用資格者等

でないが介護等の業務に１０年以上従事した者で

あって介護支援専門員実務研修受講試験に合格し

なければならない。すなわち、彼らは少なくとも

５年以上の実務経験をもつベテランであるにもか

かわらず、ケアマネジャーという新しい職におい

ては、まさに新人となってしまった。これまでの

経験が必ずしも役立たなくなったことに焦りや不

安を感じているのである。

②コミュニケーションスキル不足

ケアマネジャーの資格要件が２０種もの様々な資
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格であったことは、多くの課題を残すことになっ

た。すなわち、これらの資格は、それぞれ非常に

専門性の高い資格ではあるが、コミュニケーショ

ンのスキルを求められる業務とは限らないからで

ある。たとえば、栄養士や薬剤師は、栄養や薬に

関する専門知識を必要とするが、必ずしも対人間

のコミュニケーションスキルの習得を目標とした

訓練は受けていない。それは面接技術の習得を訓

練過程に含む社会福祉士等一部の資格を除いて全

般的に言えることである。医師になるための研修

は患者や家族とのコミュニケーションよりも医学

的な知識や技術が優先されていることは言うまで

もない。このように、それぞれの資格には固有の

専門性があり、ケアマネジャーに求められる高齢

者本人や家族を含めたアセスメントの際の面接技

術、さらにはサービス事業者や医師、現場のヘル

図１ ケアマネジャーのパワーの喪失に関連する要因
『高齢者エンパワーメントの基礎』コックス著

（小松源助監訳，１９９７）
p. ２３の図「高齢者の無力化の要因」を元に筆者が加筆作成
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パーや地域のボランティアなどとの連携に必要な

コミュニケーションスキルは一朝一夕には習得で

きない。そのために、日々の業務の中で困難を実

感しながらも、解決することは容易ではなく、自

信を失いかけている。

③専門知識不足

ケアマネジャーの専門性とは何か。介護保険制

度下では、それ自体が確立していないために、何

を専門知識として身につけなければならないかす

らあいまいである。それまで従事していた業務と

異質のものであることは間違いない。したがっ

て、それぞれの専門的背景から、ケアマネジャー

として日常勤務する上で、足りない部分を補って

いかなければならない。たとえば、高齢者の身体

状況や疾病を知るためには医療の知識も必要であ

り、住宅改修をするにあたっては、障害の程度に

合わせた住宅構造のあり方についても知っておく

必要がある。何よりも、ケアマネジメントそのも

のが社会福祉援助方法の一つであることを踏ま

え、アセスメントから居宅サービス計画の作成・

実施、モニタリング（再アセスメント）の過程

（白澤，１９９８）におけるケアマネジャーの役割・

機能を熟知し、関係機関との連携を図る調整能力

を有すること、また社会資源の活用も十二分にで

きる事が求められる。こうした観点から現任のケ

アマネジャーをみると、その多くは十分に時間を

かけて専門知識を習得してきたとは言えず、体系

的な知識をもっていないがために実践が場当たり

的な対応で終わっていることに不安を感じてい

る。

④情報不足

情報は力である。新しく走り出した介護保険制

度は、前もって十分な情報が与えられることなく

次々と制度運営上のルールや手続きが変更されて

いくという事態がおこっている。したがって、制

度自体の内容についても情報が不足しており、自

分たちの対応について確信がもてない場合が多

い。また、新しい制度であるために、サービス事

業者の参入も目まぐるしい。経験則によって積み

上げてきたこれまでの仕事とは異なり、情報が十

分にないことで心細く、自信がもてなくなってい

る。

⑤精神的ストレス

事務量の多さからくる忙しさに加え、介護保険

の窓口として高齢者やその家族の相談にのること

が大切な仕事である。しかし、実際には高齢者宅

を訪ねる余裕もなく、電話で済ませたり、サービ

ス担当者会議を開くこともなく、自分ですべて決

めることになる。一方、困難なケースの対応に時

間をかけても報酬単位には換算されず、自宅にま

で仕事を持ち帰ることがあっても、給料には反映

されない。（ア）仕事量の多さに比して達成感や

充実感が味わえない、（イ）利用者に期待されて

も応えられないことがある、（ウ）所属の事業所

からは５０件のノルマに加え業務遂行へのプレッ

シャーがある等が精神的なストレスの原因となっ

ている。

⑥身体的疲労

給付管理等の事務量の多さによる疲労は、これ

までの仕事では無縁の業務といえる。それぞれの

背景になっている資格は、コンピューターを前に

締めきりに追われて入力しなければならない５０

ケースもの事務は存在しなかった。中には１００

ケース以上抱えているケアマネジャーもいる（厚

生労働省，２００１b）。事務だけでなく、ケアマネ

ジャーの重要な役割は介護保険のゲートキーパー

として高齢者のアセスメントにあり、サービス計

画を適切に立てるためには１回の訪問だけでは済

まない。また月末には利用票の印鑑をもらうため

に担当者宅を短期間にすべて訪問しなければなら

ない。ケースによっては何度も訪問を重ねなけれ

ばならず、時間的な拘束が長く身体的な疲労は蓄

積している。

社会的（外的）要因

①相談相手の不在

相談相手となるのはケアマネジャーに限らな

い。また職場内でなくても他の職場のケアマネ

ジャーや保険者である市の担当者に相談すること

も考えられる。しかし、それでも相談相手がいな

いという状況では、すべて自己判断に任されると

いうことであり、独断に陥らず重責を果たすには

個人のケアマネジメント能力に係るところが大き

い。ほとんどの者が現職に就いて３ヶ月という経

験の浅いケアマネジャーで占められている現状で

は、相談相手のいない環境での業務は心理的不
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安、物理的困難を伴う。

②スーパーバイザーの不在

T市内で事業を実施する業者５２箇所（ケアマネ

ジャー数１７９人）のうち事業所に１人しかケアマ

ネジャーがいないのは２１箇所で全体の４割を超え

ている（T市ケアマネ名簿２００１年６月現在）。ケ

アマネジャーが３人以上いるところは２０箇所、５

人以上になると８箇所と極端に少なくなる。経験

を積んだスーパーバイザーの存在は対人援助業務

を遂行する上で欠かせないことは周知の通りであ

る。自分だけで判断したアセスメントやケアプラ

ンについて評価を受けることもできず、また困難

事例や緊急を要する事例に遭遇した場合、迅速か

つ適切に対応することができるのかどうか、常に

不安を抱えながら日常業務をこなしている。現状

では、ケアマネジャー個人の力量に頼らざるをな

いため個人間格差は大きく、全般的なケアマネジ

メントの質の向上は厳しい状況にある。

③サービス業者や主治医との調整・連携の困難さ

サービス担当者会議は、保健・医療・福祉の統

合的サービス提供を謳った介護保険制度の目的に

かかる重要な機能を果たすものである。しかしな

がら、実際の実施率は全国で１４．６％と非常に低

く、未だ開催していない事業所が８割近い（長寿

社会開発センター，２００１）。サービス担当者会議

は単に当該ケースのサービスに関することだけで

なく、地域の多職種間のコミュニケーションの場

として、異なる専門性をもって違った角度からの

意見を出し合い理解をすすめる場で、合意形成が

可能な場である。この調整・連携が図られないこ

とは、換言すればチームアプローチができないと

いうことであり、ケアマネジメントを行う上で大

きな障害になると考えられる。

④事務量の多さ

給付管理・請求事務等の事務量の多さや煩雑さ

は、ケアマネジャーの業務上の困難として特に指

摘されている問題である。ケアマネジャーの３人

に１人が給付管理・請求事務の多さを訴えている

と言われる（厚生労働省，２００１b）。しかも給付管

理事務をケアマネジャーがすることは介護保険実

施直前の２０００年２月になるまで明かされておら

ず、「相談業務ができると理想に燃えて資格を取

得したケアマネジャーにとっては、まさに『だま

し討ち』だった」（伊藤，２００１）と非難する声も

あり、納得のいかないまま不慣れな仕事を強いら

れているという不満感が募っている。

⑤制度自体の問題や矛盾

施設入所は要介護度１以上の認定でなければな

らず、これまでのように心身の状態に加えて在宅

での家族等の介護状況は考慮されない。経過措置

があるものの施設に続けて入所するためには、介

護度が重い方が歓迎され、要介護者の自立支援が

目的の介護保険制度自体に矛盾が生まれている。

また、住み慣れた地域でできるだけ長く暮らせる

ように「いつでもどこでも受けられる介護サービ

ス」を目指して２１世紀に向けて介護システムを構

築してきたはずだった（厚生省「２１世紀福祉ビ

ジョン」，１９９４）。その中で施設・在宅を通じて費

用負担の公平化を図ることが盛り込まれていた

が、実際にはサービスの質量と費用対効果の影響

から在宅サービスより施設サービスが好まれると

いう現象が起きている。さらに、現行の認定調査

票では利用者の個別の事情まで考慮するには限界

があり、痴呆症の場合は特に要介護度と実態にず

れが生じている。全般的に制度自体が複雑で分か

りにくく、未成熟であることが問題とされる。

⑥社会的認知度の低さ

介護保険制度自体が新しく、十分に知られてい

ない上に、ケアマネジャーの役割や機能について

は当初ほとんど理解されていなかった。したがっ

て、要介護高齢者の自宅を訪問する際に警戒され

たり、拒否されることがある。他方、ケアマネ

ジャーが高齢者や家族の都合や希望に振りまわさ

れることもある。一般的に、社会的認知度が低い

ために「何をする人」かを理解してもらうことが

困難で、専門的な立場から利用者の相談にのった

りニーズをアセスメントするまでに余分な時間が

かかり過ぎる。

⑦業務範囲の曖昧さ

本来ケアマネジャーはどの範囲までの業務を担

うのかが不明瞭で、個人によって理解が異なって

いる。たとえば、サービス事業者との仕事の役割

分担がはっきりしていない、利用者に対してどこ

まで踏み込んでよいのか分からない、とりわけ複

雑な家族関係やプライバシーに関する問題に対し

て判断がつきにくい。またどこまで責任を負うの
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解決されたこと 未解決の課題および新
たな課題

＊電話、メールをフル
に活用して対処できる
ようになった

＊電話が多く、利用者
に合わせて援助を行う
と自分の予定が立てら
れない

＊状態に変動のない利
用者は２～３ヶ月分、
利用票をまとめる方法
をとる

＊勤務時間が長い

＊給付管理事務を事務
担当者に任せることが
できるようになった

＊仕事を家まで引き
ずってしまう

＊翌月のプラン作成の
ため月末に訪問が集中
し、業務の時間配分が
難しく気持ちに余裕が
もてない

解決されたこと 未解決の課題および新
たな課題

＊介護保険のサービス
は充足されてきている

＊デイサービス／デイ
ケアが少ない

＊市内の地域差も緩和
されてきている

＊OT�PTのいるデイ
ケアは付属病院の患者
でなければ利用できな
い

＊ある程度サービスの
選択ができるように
なった

＊訪問リハビリを実施
しているところが少な
く、分からない

＊重度の痴呆症の場
合、グループホームに
入居できない

＊デイサービスより宅
老所の方を好む利用者
もいるが、宅老所の受
入れに限りがある

＊新規ではショートス
テイサービスが利用し
にくい

かが曖昧である。前述した資格要件の性質からみ

ても、個々のケアマネジャーにとって得意の分野

とそうでない分野があり、業務範囲が明確でない

ことから個人の得意な分野に片寄ったアセスメン

トやケアプランの作成になりがちであったり、利

用者の生活の全体像を見る視点に欠ける傾向があ

る。

⑧事業所内での地位の喪失

介護保険のキーマンだと言われ続けてきたにも

関わらず、介護支援計画作成の報酬単位は低く、

たとえ５０ケースを担当していても介護支援事業所

にとって専任ケアマネジャーだけでは十分な収益

を得ることができない。そのため、兼任で他の業

務もこなさなければならなかったり、ケアマネジ

メント部門の赤字を他のサービス提供部門の黒字

で補填するといった状況にあるため、ケアマネ

ジャーとしての地位は決して誇れるものではない

と感じている。

以上のように、ケアマネジャーは個人的・社会

的側面においてパワーが失われていることが分か

る。この状態が改善されなければますます不利な

状況が継続することになる。それによって、ケア

マネジャーという職能団体は不利な環境に甘ん

じ、彼らに対する政治経済的な抑圧は内部化して

しまう。個人の面ではこれらの喪失感が内面化

し、孤立無縁であることを学習することで、無力

化を認知するに至る。社会的にはケアマネジャー

が不利な立場で仕事をしている職種として固定観

念を築いていくことになる。これらのことは、す

べてケアマネジャーがアイデンティティを確立で

きず、さらにケアマネジャーの専門性すら明確に

することを阻むことになる。したがって、この無

力化の要因となっているそれぞれの課題を踏ま

え、ケアマネジャーのエンパワメントを志向して

以下のフォーカスグループによる問題の明確化と

これまでの課題の整理が必要である。

（３）フォーカスグループの活用

「２０００年７月にまとめた『日常のケアマネ

ジャーの仕事で困ったこと、とまどったこと』は

解決されたか」について、グループ討議の結果は

以下の通りである。

①ケアマネジャーを取り巻く環境の問題

課題：時間に余裕がない

若干の解説：解決方法を工夫してきた過程が伺え

る一方で、時間の長さ、プライベートにま

で仕事を持ち込んでしまう現状を訴てい

る。

②社会資源に関する問題

課題：サービスの量的不足
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＊制度変更により、
ショートステイサービ
スが不足している

＊特別養護老人ホーム
は待機期間が長く、い
つ入居できるか分から
ない

なぜ改善されないのか

＊事業者が介護度によって利用者を選んでいる

＊利用者を抱え込んで十分なサービスが提供で
きていない

＊業者として採算が合わないのでサービスが増
えない

解決されたこと 未解決の課題および新
たな課題

＊特に意見なし ＊内容が枠にはめられ
ていて利用しにくい

＊ヘルパーの業務区分
（家事、複合、介護）
が明確でないのに加え
て、それぞれの単位に
差があり過ぎる

＊デイサービスの利用
時間をずらすことがで
きない

＊デイサービスの内容
に工夫がなく不満であ
る

＊デイケアというが内
容はデイサービスとあ
まり変わらない

なぜ改善されないのか

＊職員は常勤が少なくパートが多いため、サー
ビスの質の向上まで余裕がない

なぜ改善されないのか

＊客観的な評価だけでは不十分なところもある

＊ケアマネジャーが時間に追われていてモニタ
リングまでできていない

解決されたこと 未解決の課題および新
たな課題

＊実際に自分の目でみ
て確認することで分か
る

＊客観的な基準がない

＊利用者から利用した
感想を聞くことである
程度分かる

若干の解説：一方的なサービス量不足への不満だ

けでなく、前向きにとらえる姿勢も見られ

るようになった。サービス量の問題として

多くあげられているのは、リハビリ関連、

ショートステイサービス、特別養護老人

ホームの３つで、T市に限らず近隣の都市

でも問題とされていることがらである。

なぜ改善されないのかについて、ケアマ

ネジャー個人の力では大きな変革は望めな

いが、集団として利用者をアドボケートし

ていくことで影響力を持つことに気付きは

じめている。

課題：サービスの質および内容の問題

若干の解説：デイサービス／デイケアに不満が集

中している。在宅サービスの一つで家族や

ケアマネジャーに比較的情報が入りやす

く、評価の対象になりやすいことが影響し

ていると思われる。在宅でのケアを支える

役割を担うサービスであること、家族のレ

スパイトのみでなく利用者の自立支援や介

護予防の機能を果たすためにはその内容が

問われてしかるべきである。人件費削減の

折からパート職員を増やす傾向にあるが、

このことがサービスの質の低下につながら

ないようパート職員への支援策も含めて検

討する必要性を感じている。

課題：サービスの質的評価の問題

若干の解説：第三者評価のシステムが確立してい

ない現状では、自分の目で確認することが

まず第一であり、多忙であっても積極的に

取組んでいる姿勢が見える。また、利用者

からの口コミも情報源として活用してい

る。グループホームには第三者評価が義務

付けられたが、その他のサービスでは努力

目標であり、評価基準も施設内部の評価や

オンブズマン等それぞれの評価主体に一任

されているのが現状である。サービスの質

の向上のために自己評価、利用者評価、第

三者評価の３段階で評価する仕組みづくり

の必要性を語りはじめている。
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なぜ改善されないのか

＊制度上、要支援では施設入所できない

＊一事業者しか配食サービスを委託されていな
い

＊カーボランティアは透析患者専門になりつつ
あり、他まで余力がない

解決されたこと 未解決の課題および新
たな課題

＊特になし ＊要支援の認定で入居
できる施設がない

＊夕食の配食時間が遅
い

＊カーボランティアが
不足している

解決されたこと 未解決の課題および新
たな課題

＊連絡会等で情報収
集、情報交換できる

＊新しい施設やサービ
スの情報が明確でな
く、利用者には提供し
にくい

＊利用者への情報はケ
アマネジャーが伝達役
を果たし、ある程度解
決できている

解決されたこと 未解決の課題および新
たな課題

＊連絡を密にとること
ができれば何とかなる

＊時間的余裕がなく、
連携をとるまで至らな
い

＊退院時の調整に時間
がかかる

解決されたこと 未解決の課題および新
たな課題

特になし

なぜ解決されないのか

＊調査事業者を３者に限定している

解決されたこと 未解決の課題および新
たな課題

＊T市の場合、ケアマ
ネジャーが調査しない
ため時間的にまだ余裕
があり、本来の業務が
果たせる

＊認定事業者を限定し
て お り、ケ ア マ ネ
ジャーがプランおよび
調査を一人でするには
業務量が多すぎる

＊他市から認定調査の
依頼が来ても、市内の
調査業務を行っていな
いのでとまどう

＊認定調査時に調査
員、ケアマネジャー、
サービス事業者が同時
に４人ぐらい大挙して
訪問している場合もあ
る

＊利用者の抱え込みに
つながっている

課題：介護保険外のサービスの不足

若干の解説：保険制度の枠内でできることだけで

なく、他の制度やサービス（インフォーマ

ルなものも含めて）を組み合わせて総合的

にケアプランを作成することが必要であ

り、現状では解決されたことより、足りな

いことの方が目についている。利用者の切

実な意見を反映してケアマネジャーが代弁

しているのが分かる。

課題：情報不足

ネットワークについて

課題：ケアマネジャーとサービス事業者との連携

が図れない

若干の解説：一堂に会して会議を開催することは

できなくても、電話、メール、ファックス

などで連絡を頻繁にとることで解消しよう

という苦肉の策が見られる。ケアマネ

ジャーだけでなく、利用者に関わる医師や

ヘルパーをはじめとする他職種の、サービ

ス提供者間での連携の重要性を共通認識に

していかなければならないが、諦めかけて

いる面もある。

労働条件について

課題：担当ケースの多さ、低い賃金

若干の解釈：特に変化はみられないようであり、

今回は議論すべき問題としてとりあげられ

なかった。

課題：認定調査業務について

若干の解説：認定調査者の限定は T市特有の事

情であり、一般化することはできない。市

への要望としてこれまで何度か意見が出さ

れているが賛否両論がある。

③介護保険の制度上の問題
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なぜ解決されないのか

＊制度が利用者にとっても、ケアマネジャーに
とっても不合理な面がある

解決されたこと 未解決の課題および新
たな課題

＊利用者のサービス利
用への抵抗感がなく
なった

＊一般に８０歳以上の高
齢者に理解してもらう
のは困難

＊介護保険の名称は浸
透した

＊高齢者世帯や独居の
場合、理解を得るのは
困難なことが多い

＊ケアマネジャー自身
も理解が進み、慣れて
きた

なぜ解決されないのか

＊要介護度の認定ソフトそのものに問題がある

解決されたこと 未解決の課題および新
たな課題

＊区分変更を出して、
家族の表現力を指導す
る

＊区分変更を出しても
変更にならないことが
ある

＊変更の際、調査時に
ケアマネジャーやヘル
パーが同席する

＊家族に問題を聞かな
いで調査を終えてしま
う

課題：制度への理解・認識不足

若干の解説：制度自体への不満は引き続き根強い

ものがある。

要介護認定と実態のずれ

課題：痴呆症の場合、介護度が低くなる傾向があ

る

若干の解説：認定については制度上の問題ではあ

るが、問題点を明確にすることで共通認識

を得ている。そこから市・県・国へと働き

かけていく源になると思われる。

以上、ケアマネジャー自身が自ら提起した問題

点を振り返り、その後解決したかどうかについて

整理する作業を行った。表の下部の若干の解説は

筆者が後に加えたものである。７月にまとめられ

た意見の中にはケアマネジャー自身の資質の問題

があったにもかかわらず、今回はそれらに全く触

れていない。一方、ケアマネジャーを取り巻く環

境の問題や社会資源に関する問題、介護保険の制

度上の問題については多く語られている。

これには２つの理由が考えられる。第１に、介

護保険の開始から１年が過ぎ、ケアマネジャー連

絡会で話し合うべき内容と別の機会に話し合う内

容をケアマネジャー自身が分けてとらえるように

なったのではないかと考えられる。別の機会と

は、介護保険スタート当初にはまだ整っていな

かった地域ケア会議での困難事例検討会、各事業

所での事例検討会や研修、ケアマネジャー連絡会

での研修等であり、そこではミクロレベルでの知

識や技術の習得を含めたパワーを身につけること

が可能である。第２に、個人的な要因について

は、解決するまでには至らなくても、少なくとも

解決策は見い出した状態にあるのではないかと考

えられる。すなわち、情報不足や専門知識の不足

もネットワークが形成されてきたことによって、

どこに連絡すればよいか、誰に聞けばよいかが分

かってきたために、以前と比べると不安感が大幅

に解消されたのではないかと考えられる。

この結果を他市と比較してみると、近隣の K

市ではケアマネジャーとしての悩みや問題点等に

ついて（ア）サービス担当者会議や関係機関との

連絡・調整を行う時間が少ない（７２．３％）（イ）

主治医と連携し、情報交換する時間が持てない

（５７．６％）（ウ）利用者や家族の生活状況を把握す

る時間が少ない（５２．４％）（エ）ケアマネジャー

だけで対応できない相談や困難が多い（５０．２％）

（オ）ケアマネジャー自身が相談する窓口がない

（４９．４％）となっており（神戸ケアマネジャー連

絡会，２００１）、いずれもケアマネジャーを取り巻

く環境の問題を訴えている。これに比べると T

市のフォーカスグループの方がマクロレベルでの

問題意識がかなり強く表れている。これは、この

グループが当初よりエンパワメント志向で進めら

れており、保険者である市や、制度の改正に関わ

る厚生労働省に対してボトムアップで問題提起を

していくことを意識してグループ討議を行ってい

たためと考えられる。

（４）エンパワメントアプローチの視点から

エンパワメントの視点では、社会的な相互作用

によって個人的あるいは相互関係的なパワーを生

み出すことができると考える（Solomon，１９７６）。

パワーとは①個人の人生に影響を及ぼしていく能
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力、②自己の真価を発揮していく能力、③社会的

な生活面をコントロールするために他者と協働し

ていく能力、④公的な意思決定メカニズムにアク

セスしていく能力である（Gutierrez, Parsons &

Cox，１９９８）。

また、エンパワメントには３つのレベル

（Gutierrez，１９９０）があり個人的なレベル、対人

関係的なレベル、政治的なレベルに分けられる。

さらにインターベンションの視点から個人的次

元、対人関係的次元、ミクロな環境的／組織的次

元、マクロな環境的／組織的次元の４つに分けて

考えることもある（Cox，１９９４）。

すなわち、エンパワメントとは、人が自分の生

活をコントロールしたり、自己決定できるよう

に、自らの環境に影響を与えるために、その人の

持つパワーを引き出すことによって個人的なミク

ロレベルから政治的なマクロレベルまで行動を起

こしていく過程のことである（三毛，１９９７；久

保，２０００）。残念ながらソーシャルワークにおけ

るエンパワメントの概念は必ずしも統一されてい

ないが（Gutierrez，１９９０）、実践のレベルが異

なっていても、ソーシャルワーカーはエンパワメ

ントの焦点をプロセスとして理解し、エンパワメ

ントを自己覚知のプロセスを通して個人や対人関

係のパワーを獲得するための方法とみなしてい

る。したがって、個人に起る変化が異なるレベル

での変化にとっても重要な要素になる。そのこと

は、フォーカスグループによる討議がその後どの

ような展開をみせたかが示す通りである。

フォーカスグループによる今後の対応への具体的

提案

フォーカスグループは、さらに前述の討議内容に

対し、今後どのような対応を行うことが適切かを

検討した。

それらは以下の３つのレベルに分けられた。

レベル１：ケアマネジャー個人のインフォーマル

なレベルで解決できるもの

①インフォーマルな評価情報の交換

②インフォーマルな評価の実施検討

③ピアカウンセリングや懇談会の実施

レベル２：ケアマネジャー連絡会や介護支援事業

者協会のレベルで解決できるもの

①サービス事業者との意見交換、勉強会等の実

施

②事業者への申し入れ

③新規サービスの制度化への働きかけ（ニーズ

調査等）

④インフォーマルサービスの発掘

⑤協会によるサービス評価検討の実施（専門委

員会設置）

⑥施設見学や情報を得る機会の創出

⑦サービス事業の状況把握を可能にする（事業

者協会のインターネットによる空き情報の提

供等）

レベル３：制度自体の改善を必要とするため、市

→県→国レベルへの働きかけによって

解決を目ざすもの

①制度の見直しに向けた提言

自分たちの現在抱えている問題をどのように解

決していけばよいのか、どのレベルで具体的に行

動を起こしていけばよいのかを先述の各項目につ

いて検討した結果、グティエーレスの示したよう

に、３つのレベルに区分して実効性のある内容に

進化させている（Gutierrez，１９９０）。このように

問題の明確化から行動レベルまでの具体案を検討

するに至った過程こそエンパワメントアプローチ

が実践されていることを示すものである。

現実に今回の施行３年後の制度の見直しで変更

されるもの、あるいは既に変更されたものがあ

る。例えば、社会資源に関する問題として、サー

ビスの量的不足のなかで多く訴えられていた特別

養護老人ホームについては、厚生労働省から新た

な入所指針が設けられ、各都道府県で実施されて

いる。これに先立ち２００２年４月から独自の入所指

針をもうけた K市の場合、それまでの入所待機

者が４２１１人から２０５７人に半減している（神戸市市

民福祉調査委員会，２００２）。また、サービスの質

および内容の問題に関して、ヘルパーの業務区分

が不明確であることが問題とされていたが、今回

報酬区分の見直しが行われることになり、従来の

身体介護／家事援助／複合型の３類型から身体介

護／生活支援の２類型に変更される。ケアマネ

ジャーの報酬に関しても従来の要介護度別の３類
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型から要介護度によらず一律として一本化される

見通しである（厚生労働省，２００２）。これによ

り、要介護度の違いによってケアマネジメントの

比重を決めるという報酬単価の矛盾が解消される

ことになる。これらはごく一部であるが、現場の

ケアマネジャーの声を集約し、制度改正への影響

力を行使した結果である。このようなパワーは一

人ひとりの力では難しいが、小グループから集団

へと力を結集し、ネットワークを広げることで可

能になっていくものである。

図２は T市ケアマネジャーのネットワーク体

制の発展を表したものである。孤立無縁化してい

たケアマネジャーが事業所単位で連絡会のフォー

カスグループに参加することで、個々のネット

ワークが広がり、８ヶ月後には個人資格で参加す

るケアマネサロンを立ち上げている。ケアマネサ

図２ T市ケアマネジャーのネットワーク体制の発展
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ロンは、それぞれ異なる事業所を背負って参加す

るのではなく、ケアマネジャー同志のサポートグ

ループとしての色彩が濃く、一人しかケアマネ

ジャーがいない事業所では実施が難しい事例検討

や研修を行い、ピアカウンセリングや仲間づくり

に効果をあげている。一方で、２００１年８月には制

度の情報収集や連絡のために居宅介護支援事業者

部会を設立して市全域でのネットワーク化を図っ

ている。さらに２００２年１１月にはケアマネサロンが

発展して、T市ケアマネジャー協会を設立し、個

人資格で参加するネットワークの場を拡大してい

る。このような２年間の歩みを見るとき、T市に

おけるケアマネジャーのエンバクメントの足跡が

伺える。

３ 今後の課題

以上の結果からエンパワメントアプローチによ

るグループ討議の効果は確実に得られていると考

えられるが、究極の目標は、ケアマネジャーが自

らのパワーを発展させていく中からケアマネ

ジャーとしてのアイデンティティを確立すること

にある。

厚生労働省老健局の平成１４年度老人保健福祉関

係予算（案）の概要（厚生労働省，２００１c）をみ

ると、「ケアマネジャーに対する支援等による介

護サービスの質の向上」を第３番目にあげ、５８億

円の予算としている。特に「ケアマネジメント

リーダー活動支援事業」として、地域におけるケ

アマネジャーの支援体制を強化するために、基幹

型在宅介護支援センターを核として、関係機関と

の連絡調整や指導助言等の援助を行うケアマネジ

メントリーダーの養成を進めることを明示してい

る。さらに、基幹型在宅介護支援センターにおけ

るケアマネジメントリーダーの配置を義務化する

として、その配置に要する経費に２２億円の予算を

挙げている。しかし、現実には基幹型在宅介護支

援センターは市に１箇所しかなく、地域のケアマ

ネジャーが必要なときに助言や指導を受けられる

体制は整っておらず、実際にケアマネジメント

リーダーの役割は果たせていない。ケアマネ

ジャーのアイデンティティの確立やケアマネジメ

ントの専門性が確立できていない状況で、ケアマ

ネジメントリーダーの養成を目標に掲げても実効

性を疑わざるを得ない。むしろ、エンパワメント

志向のグループ討議を継続的に行い、事例検討か

ら得られる一定の援助の原則を読み取り、それを

実践に生かすことや実践事例集を作成し一般に普

及することに力を注ぐべきである。また小グルー

プによる体験学習形式での研修など、着実に身に

付く方法によりケアマネジャーに求められる専門

性を明らかにしていくといった地道な努力が求め

られる。

先にも述べたように厚生労働省令では、医師、

歯科医師、薬剤師、保健師をはじめとする２０種類

もの資格を指定しているが、実際にケアマネ

ジャーとして働いている者の内訳をみると、看護

関係者が過半数を占めている。ケアマネジメント

手法は社会福祉の援助方法のひとつとして位置づ

けられてきたが、社会福祉の専門性を有すると考

えられる社会福祉士はケアマネジャーの中には僅

かしかいないのが実情である。社会福祉の専門家

はこれを愁いてきたが、現実には必ずしも社会福

祉士でなければ適切なケアマネジメントが実施さ

れていないとは言い難い。なぜ、社会福祉士でな

ければならないのかという実証的なデータに基づ

かなければ、ケアマネジメントが社会福祉の手法

であると主張しても説得力はない。つまり、他職

種の専門的教育を受けた者でもケアマネジャーと

してその役割を十分に果たしている人たちには何

があるのかを考えると、個人のニーズを部分的に

捕らえるのではなく、その人の生活全体を社会と

の関連の中で捕らえる視点をもっているというこ

とである。そして何よりも利用者の強み（ストレ

ングス）に着目し、そのパワーを引き出すことが

求められる。それは利用者に変化を促し、エンパ

ワメントに導くもの（狭間，１９９９）であるが、そ

のような視点を持たない場合、ケアマネジメント

の業務は非常に事務的な単なるサービスのパッチ

ワークで終わってしまう。ケアマネジャーが要介

護者やその家族にとってまず他のどの専門職より

も重要な役割を果たす位置にいることを自覚すれ

ば、自らの専門知識の不足やバックアップ体制の

不在が非常に心細く不安になることは当然であ

る。それぞれ異なる背景をもつケアマネジャーが

お互いを牽制したり排除しようとするのではな
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く、ケアマネジャーとしての共通したアイデン

ティティの確立が急がれる。そのためにも、新し

い制度のもとで働くケアマネジャーとして必要な

共通のアセスメントの視点を明確にし、構築する

必要があると思われる。それがケアマネジャーの

専門性の確立への一歩となるのである。

まとめ

本論文では、高齢者介護を社会で担っていくた

めに創設された介護保険制度のゲートキーパーと

なるケアマネジャーについて、今日彼らが直面し

ている問題と今後の課題を明らかにし、エンパワ

メントアプローチの必要性を検証した。フォーカ

スグループによる討議はエンパワメント志向の介

入には適していることが示されたが、今後の課題

はまだ山積している。エンパワメントは個人のレ

ベルから政治のレベルまで働きかけていく過程で

あるとすれば、本研究の対象はまだこれから発展

する途中にあると言える。制度の改正に影響を及

ぼし、現場で実行可能な良質のものに変えていく

ためには、まだまだ時間と労力が必要だろう。し

かし、利用者やその家族をエンパワーする立場に

あるケアマネジャーがエンパワーされていなけれ

ば、本来の介護保険制度の目的は達成できないの

である。今後はさらにエンパワメントアプローチ

の実証的な研究をすすめ、ケアマネジャーの専門

性の確立を目指したい。
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Empowerment of Care Managers

Who Work under the Long Term Care Insurance System

―A trial using a focus group―

ABSTRACT

Since the start of the Long Term Care Insurance System, the expectation toward the

role and the function of care managers is very high due to their key role in the care-

providing scheme. In spite of the high expectations and the demanding requirements for

the job, they cannot perform well under present circumstances. Without a proper

supporting system, many care managers are under stress and at risk of becoming burned-

out. The purpose of this study is to demonstrate the needs of empowerment for care

managers by using Cox’s framework on loss of power and applying the identified approach

to a focus group. The process of the empowerment approach is also described.

Key Words: empowerment, care manager, focus group
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