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平均寿命と健康寿命

1. 厚生労働省の発表：男は７０．４歳、女
は７３．６歳

2. 平均寿命との差（不健康寿命）：男はお
よそ９年、女はおよそ１３年

3. これは長すぎる。介護が必要になる期間
は男２年、女４年と報告されている

4. 平均して男２年、女４年は介護を受けて
から最期を迎える。介護は受けるものだ
と思おう
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区分別認定者数

要支援1：87 万人

要支援2：84 万人

要介護1：117万人

要介護2：106万人

要介護3：79 万人

要介護4：73 万人

要介護5：60 万人

総数 ６０６万人

介護３～６ ２１６
万人



2017年度 2020年度 2025年度

需要見込み 2,078,300人 2,256,854人 2,529,743人

供給見込み 1,953,627人 2,056,654人 2,152,379人

充足率 94.0％ 91.1％ 85.1％

不足する介護
職員の数

124,673人 200,200人 377,364人

介護職員の不足
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日本国憲法

第25条

すべて国民は、健康で文化的な最

低限度の生活を営む権利を有する。



戦前の日本

1. 平均寿命は５０歳未満、老人は少ない。家
族の人数は多い。

2. 老人が寝込んでも、医師に診せない。老化
は病気では無い。寝せておくだけ。まもな
く床ずれや肺炎を発して死んだ。今ならネ
グレクトとして虐待とされるが､当時はそれ
が当然。

3. 昔はよかった、家族がよく看たというのは
当たらない。介護問題は戦前には存在しな
かった。



介護保険制度ができた頃

1. ２０００年(平成１２年）老人が増えて来
たので、健康保険のほかに介護保険が導
入され、特養制度がスタートした。

2. 特養開設当時は､老人を特養に入れるのは
ヒトに批判され、恥とされた。近くのヒ
トは入所せず、遠くのヒトが入所した。
近所の目を逃れるため。

3. 今はそれは無い、しかし入れたくても満
床では入れないヒトが５０万人もいる。



時代の変遷

1. 農業を中心とした時代は過去のものとな
り、第２次産業(工業)、第３次産業(商業、
サービス業)が中心となる。さらに第４次
産業として ＩＴが登場した。

2. 老人問題だけでなく、社会が根本的に変
わった。

3. しかし人々の社会観、人生観は余り変わ
らない。ギャップが生じている。これを
埋めなければならない。



２５年問題とは

1. ２０２５年（平成３７年）団塊の世代が７
５歳を超え後期高齢者となる。この世代は
１０００万人いる

2. すると当然、介護を必要とする人が激増す
る

3. 現在でも、要介護者は６００万、介護度３
～５の重症者１８５万、入所待ち５２万い
る。施設が足りず、施設は人手不足

4. このままでは介護保険は崩壊する。これに
どう対応するか？

9



地域医療介護総合確保推進法

1. 平成２６年、国会は上記の法律を制定し、
２０２５年問題(単に２５年問題とも呼ばれ
る)に対処しようとしている

2. 各県に｢地域医療構想調整会議を設置し、県
ごと、地域ごとに地域包括ケアプランを作
成せよ指令した。その経費として基金を設
け、宮城県では１５億円を用意した(国１０
億、県５億負担）。

3. プラン作成の参考として、ガイドライン(手
引書)を作り、配布した
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国の人手不足対策

1. ロボットの導入。既に試験的研究が進ん
でいる。

2. 外国人の導入。少し実現している。日本
語の学習ほか、試験の難しさがあり、行
き悩んでいる。

3. ボラも候補にされているが、その使い方、
育成の仕方が分からず、実効が上がって
いない。しかし、これが有望である、解
決の鍵となるであろう。



対策の要点

1. 医療介護関係者（医師、看護師、介護士、
介護施設、ケアマネ、ホームヘルパーな
ど）が緊密は協力体制を作り、効率を上
げる

2. 介護関係者の増加、離職者の復帰などを
図る。

3. ボランティアやNPOの充実と活用を図る

4. 介護関係者の待遇改善（給与アップ）に
ついては言及がない。



日本のボランティア

1. 日本はボランティア活動が盛んな国と誤
解している人が多い。国際的な事情を知
らない。

2. 介護施設などにおいて､日本では慰問や施
設のお手伝いが中心。不定期。

3. ボランティアを介護力として活用する経
験がない、そんなことは不可能だ、ある
いは違法だとされている。

4. 国際的な視野が必要である。



日本と欧米の違い

1. 日本では篤志家の奉仕

2. 欧米ではボランティアは市民の当然の活動

3. 介護施設、障碍者施設等ではボランティア①日
本では慰問型が多い。ときどき奉仕
②欧米では毎週定期的に奉仕。職員のように働
く

4. 施設での受け入れ
①日本では外部の訪問者
②欧米では無給のパート職員
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理念の違い、内容の違い

1. 日本と欧米では、ボランティアの理念が全く
違っている。

2. 同じくボランティアという言葉を使うが、内容
は異なる。その違いを知る人は少ない。

3. 欧米のボランティアは、日本語にすれば無給の
パート職員、ないし準職員となる

4. 介護施設などで必要なのは欧米型ボランティア
であるが、そういう認識が日本にはない。
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カナダのBruyere 病院

1. ボランティア数：約８00人(4施設、年間)

2. コーディネーター3人で管理

3. 確立された部署、ロッカー室あり

4. バスチケットや食堂での食事券配布

5. 頻度：週最低1回～毎日でも

6. 内容は個人の能力に合わせて様々なものが
ある

7. 研修会に参加した後、ボランティアとして
働き始める
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ボランティア単位のモデル



特徴的事項:

1. 一日を３時間ずつ４分する(例８
～１１時、１１～１４時、１４～
１７時、１７～２０時）これを毎
日繰り返す

2. 各時間帯にはそれぞれ特徴的な活
動をする。たとえば８～１１時の
人は朝食後のシ食器を片付けるな
ど

3. ボランティアは初めと終わりを記
録する

4. 各ボランティアは当日の仕事の割
り当てを記した書面を保持する。

ボランティア単位のルモデル



基本的な理念（体と心）

1. ヒトも動物であるが、心を持っている点
が異なる。

2. 身体のケア（主として食事、清潔、安全
＝動物面）と心のケア（主として退屈、
孤独、うつろな心情＝心理面）はどちら
も必要である。

3. 人手不足だと、身体介護で手一杯。心の
ケアに対応する余裕がない。

4. そこを寄り添いボラがカバーする。



寄り添いボランティアの喜び

1. 寄り添った年寄りに喜ばれれる。次回を
待っていてくださる

2. より良いボランティアをしたいと心がける

3. ボランティアが楽しく、心身が充実し、統
計上、病気に罹りにくく、認知症になりに
くい。

4. 時間に余裕があり、その使い方を模索する
人には最高の選択となる

5. パチンコ、その他の不健全娯楽を防止する
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自分のため社会のため

1. ボランティアは楽しい。これが長続きの理
由

2. ボランティアは心身の健康増進にもっとも
有効な手段

3. 人の役に立つことの喜び

4. 高齢社会を乗り切る不可欠の要素

5. 国民の品格の向上。欧米にまけるな



自治体（市町村）の方針

1. 県も市町村も介護施設の人手不足を解決
したい。しかしその方法が分からない。

2. 最近、当会のアピールもあり、当会のノ
ウハウを取り入れたいと考え始めている。

3. 富谷市や名取市は既にその方針で進め、
若干の成果を上げている。

4. しかし、まだ理解に達しない施設や自治
体も多く、今後もキャンペーンを続けな
ければならない。



県の長寿社会政策課

1. 寄り添いボランティアの必要性を認識し、
７月２６日県内の主要な特養の施設長を集
め、説明会を開いた。吉永が説明に当たっ
た。

2. この後、気仙沼市の特養「春圃苑｝が導入
したいと考え、９月６日、当会の事務室で
具体策を協議した。長寿社会政策課の阿部
課長補佐が同席した。

3. 春圃苑のコージネーターが寄り添いボラの
実習に来た。本気に取り組みを始めた。



角田市と気仙沼市

1. 角田市の金上病院が寄り添いボランティ
アの必要を感じ、４月１４日、勉強会を
開き、早速ボランティアを募集し､実践に
入っている。

2. 気仙沼市の特養(春圃苑）が１１月１２日、
吉永を講師にして学び、積極的に寄り添
いボランティア育成に乗り出した。

3. 県や市の支援の本に全県下に拡げたい。



パラダイムシフト

1. パラダイム(基準) シフト（移行、変化）
つまり考え方（常識）の逆転である

2. 寄り添いボラの身分：施設長の管理下にある準
職員

3. 寄り添いボラの役割：心のケアを受け持つ介護
要員

4. 介護には身体介護と心の介護がある。心の介護
も体の介護と同じように重要。職員がそこまで
やる余裕がないので、ボラが補う。両者は仕事
仲間
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結 論

1. ２５年問題を乗り切るために､官民を挙げて
必死に取り組まねばならない。

2. それが成功しないと、介護体制が破綻し、
介護地獄が出現する。

3. これを乗り切るには、欧米型のボランティ
アを育成、活用する以外に方法がない。

4. 介護制度崩壊について､その危機感を共有し、
国を挙げて取り組まねば、憲法25条が空文
化する。


