
企業のためのよりよい介護支援制度の策定のために
～ワーク・ライフ・バランス支援～

第２回
従業員が親のために知っておきたい

介護保険・介護事情

　介護保険のことをよく知っている従業員はそれ
ほど多くはない。それは次のような理由によると
考えられる。

①自分自身が介護保険を利用したことがない。
②介護保険は各市町村が運営しているため独

自のルールがあったり、情報提供の方法が
バラバラであったりするため、わかりにくい。

③介護に関する情報は利用者である高齢者に
対して提供されることが多く、子ども世代
にまで情報が届かない。

　社会保険労務士であっても高齢者世代と接する
機会が少ないため、身近な問題とはいい難いのが
実情である。
　いつ親に介護が必要になるかはわからない。事
前に介護に関する知識を持っておくことで、介護
が必要になった時に迅速な対応をとることができ
る。介護が必要になった時に備えて、この機会に
介護保険や介護に関する情報について理解を深め
ていただければ幸いである。

　 １．介護の実態

　介護を必要とする人は、75歳を境に増加する
傾向がある。介護保険が始まった平成12年当時、
１ヶ月あたりの介護保険の利用者は約150万人で
あったが、５年後の平成17年には330万人と倍以
上に増えている。平成22年には利用者は400万人
を超え、年々増加している。
　介護保険の利用者の男女比を年代別に見てみよ
う。65歳～ 69歳では男性の方が若干多いものの、
70歳以降は女性の利用率が圧倒的に高くなって

いる（図表１参照）。
　ところで、介護は徐々に重くなるものだと思っ
ていないだろうか。介護保険は、原則６ヶ月に一
度状態を見直すことになっているが、見直しの結
果、介護の状態が軽くなるということもある。例
えば、脳疾患等の急性疾患により介護が必要に
なったが、リハビリや治療の結果、状態が改善し
たというケースである。介護の状態は重くなる一
方だとは限らないのである。
　介護保険の在宅サービスは、介護度に応じて利
用限度額が決まっている。どの程度介護保険が活
用されているかを見てみると、実際には利用限度
額の４～６割程度であり、利用限度額の上限まで
使っているわけではないのが実態である。その理
由として考えられるのは、経済的な負担である。
利用者の自己負担はサービスに必要な費用の１割
であるが、それでも経済的負担は大きい。
　また、どのサービスを利用すればよいのかよく
わからないままに、ケアマネージャー等が立てた
ケアプランサービスを受けていることも理由の１
つとして考えられる。どういうサービスを受けた
いのかという要望がうまく伝わらなかったり、限
度額よりも少ないプランしか立ててもらえなかっ
たりという理由により、限度額までサービスを利
用できないケースがあると言われている。
　在宅サービスの１つである訪問介護には、大き
く分けて身体介護、生活援助、通院等の介助の３
つがある。要介護度が軽い場合は生活援助が中心
となり、介護度が重くなると身体介護が中心とな
る。介護保険では利用するサービスの中心が生活
援助なのか、身体介護なのかによって負担額が異
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なる。要介護度が重い人を在宅で介護する場合に
は日常生活の多くの場面で身体介護が必要にな
り、それだけサービスにかかる費用も高くなる。
　次に、介護保険で運営されている施設について
簡単に説明する。介護保険で運営されている施設
には次の３種類がある。

①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム＝特養）
②介護老人保健施設（老人保健施設＝老健）
③介護療養型医療施設

　介護老人福祉施設で行われるサービスは介護が
中心になる。利用者は常時介護が必要で、在宅で
の介護が難しい人である。
　介護老人保健施設では主にリハビリや看護・介
護サービスが提供される。基本的に病状の安定し
ている人を対象としている施設である。
　介護療養型医療施設では、急性期の治療を終
え、長期的な療養が必要な場合に医療ケア、看
護、介護を受けることができる。病状は安定して
いるものの、カテーテルを装着している等によ
り、常時医療管理が必要な人が対象となる。
　各施設の入所期間を見てみると、介護老人福祉
施設では比較的長くなる傾向にある。介護療養型
医療施設は介護老人保健施設に比べると短い傾向
にあるが、機械的な生命維持を必要としている場
合には長くなることが多いようである。厚生労働
省が行った平成22年度の調査では、介護状態が
最も重い要介護５の人が５年以上施設に入所して

いる割合は介護老人福祉施設が28.5％であるのに
対し、介護療養型医療施設では７％となってい
る。介護老人保健施設では、５年以上入所してい
る人の割合は介護老人福祉施設より少ないが、１
～５年未満は、要介護１～５のいずれにおいても
20％を超えている。
　平均的な介護期間は４～５年といわれている
が、介護期間は年々長くなる傾向にある。子育て
とは違い、介護をする生活が何年続くのか、先の
見通しが立たないことが介護の厳しさと言えるだ
ろう。

　 ２．介護への備え

　次に、介護に備えて日ごろから心がけておきた
いことについて説明する。まず取り組んでいただ
きたいことは、安否確認を兼ねて、毎日数分間で
も電話で話をするなど、できるだけこまめに連絡
をすることである。また、最近は高齢者を狙った
悪徳商法も横行しているため、電話で話すだけで
はなく、定期的に家の中の様子を見て、変わった
点はないかを確認することも大切である。さら
に、時には時間をかけてじっくりと話をすること
も必要である。なぜなら、認知症の初期段階で
は、症状が出ていたとしても２～３分の会話から
だけではそのことに気がつきにくいからである。
例えば、母親が前日の父親の様子を伝えても、電

図表１　年齢別　介護保険の利用率

平成22年度 介護給付費実態調査の概況 
（平成22年5月審査分～平成23年4月審査分）厚生労働省 より 

 
性・年齢階級別にみた６５歳以上人口に占める受給者の割合 

平23年
４月 

審査 

平22年
４月 

審査 

総数 80.1％ 80.3％ 

男 76.6％ 76.8％ 

女 81.7％ 81.8％ 
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話での短い会話からだけで、母親が言っているこ
とが事実なのか事実とは違うことなのかを判断す
ることは難しい。２～３ヶ月に１回程度はじっく
りと話を聞き、普段の生活の様子を見ることで、
電話での会話だけではわからなかったことに気が
つき、認知症を早期に発見することができる場合
もある。認知症の症状が出ていることに早期に気
がつけば、それだけ認知症対策など介護のための
準備にも早く着手することができるし、対応の選
択肢も多くなるためぜひ実践していただきたい。
　ここで少し認知症の症状について説明しておこ
う。主な症状として、新しい事を記憶できない記
憶障害、時間や場所などがわからなくなる見当識
障害、理解・判断力障害、計画的に考えて行動す
ることができない実行機能障害などがある。ま
た、認知症の周辺症状として、うつや妄想、興奮
などが見られることもある。インターネット上で
はさまざまな機関から認知症に関するチェック表

が出ているので、一度目を通しておくと理解が深
まるだろう。
　認知症の症状を理解し、親の様子を普段から気
にかけておくことは大事なことである。しかし、
あまり心配しすぎても仕方がない。事実を事実と
してしっかりと受け止めることが重要である。
　介護をする側に伝えたいことは、「決して無理
をしない」ということである。介護をする側が倒
れたら共倒れになってしまう。これは絶対に防が
なければならない。介護をする側は自分自身の健
康や生活を守る必要がある。１人で抱え込まず周
囲に助けを求めることも大切である。
　ところで、あなたは今、親に介護が必要になっ
たときのための準備がどれくらいできているであ
ろうか。そのことを確認するための「介護準備度
テスト」を作成したので、興味がある方は試して
いただきたい（図表２参照）。これまでのテスト
結果を見ていると、７～８割の人は50点未満で、

図表２　自分の介護準備度をチェック
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70点以上になる人は少ない。このテストは、急
に親が倒れたり介護が必要になった時に必要な情
報について、どの程度把握しているかを問うもの
となっている。介護が必要になったときのため
に、事前に把握しておきたい項目のチェック表と
してもお使いいただくとよいだろう。
　次に、介護に関する情報収集の方法について説
明していく。
　「介護は情報戦」と言われるように、情報収集
が非常に大切である。近々介護が必要な人と将来
に備えて情報収集をしておきたい人とでは、必要
な情報のレベルが異なるので、自分の状況に応じ
た情報収集をすることが大切である。介護が差し
迫った問題であるならば、施設の空き状況や細か
いサービス内容等、詳細な情報が必要であるが、
将来に備えて準備しておきたいという段階の場合
は、概要をつかんでおけばよいだろう。
　情報収集の方法としては、次のようなものが考
えられる。

①市区町村役場
　介護の緊急度によって必要な情報には差がある
が、まずは親が居住する市区町村役場に問い合わ
せてみるとよいだろう。介護保険は市区町村が運
営しており、法律で定められているサービスに加
えて、独自のサービスを提供している自治体もあ
る。そのため、実際にサービスを受ける市区町村
に問い合わせるのが確実である。また、市区町村
の中には民間サービスの情報を提供しているとこ
ろもあるので、活用するとよいだろう。

②地域包括支援センター
　地域包括支援センターは、介護に関する地域の
中核といわれており、身近な相談窓口である。地
域住民の保健、医療、福祉の向上のために、必要
な援助・支援を行う機関である。介護サービスに
ついて総合的に相談したい場合は積極的に活用す
るとよいだろう。

③インターネット
　インターネットは、24時間いつでも自分の都
合がよい時間に、さまざまな情報を一度に収集を
することができるというメリットがある。仕事を
しているため、日中はなかなか時間がとれない時

等には便利なツールである。ただし、情報の新し
さや信憑性には注意が必要である。インターネッ
トでは、更新した日付がわからず、最新の情報か
どうかを判断できない場合も多い。なかには古い
情報がそのまま載っていることもあるので注意し
ていただきたい。また、情報提供をしている団体
や人を確認し、情報の正確さを意識し、上手に利
用するとよいだろう。

④口コミ
　介護は地域に根付いているものであるため、近
隣の口コミが有効なこともある。例えば、施設の
空き情報を市区町村より早く入手できることもあ
る。中には単なるうわさ話である場合もあるので
情報の内容を吟味する必要はあるが、介護施設や
介護事業者の評判が耳に入ることもあり、場合に
よっては価値のある情報を得られる。口コミという
方法もあるということを覚えておくとよいだろう。

　 ３．利用者から見た介護保険制度

（１）介護保険のしくみ
　介護保険は、平成12年に老人医療と老人福祉
を一本化する形で開始された。40歳以上の人が
被保険者となり保険料を支払い、介護が必要に
なったときに介護保険から給付を受けることがで
きる。介護保険が医療保険と大きく違う点は、介
護保険を利用するには「介護が必要である（要介
護）」という認定を受けなければならないことで
ある。医療保険では、具合が悪いと訴えれば、病
院に行って診察や治療を受けることができるが、
介護保険は自分では介護が必要だと思っても、要
介護と認定されなければ給付を受けることはでき
ないことに注意していただきたい。

（２）利用手続き
　介護保険を利用するときは申請が必要である

（図表３参照）。申請書は、親が居住する市区町村
の窓口で入手することができる。電話やインター
ネットで取り寄せることもできる。市区町村に
よって若干書式が異なることもあるが、内容は基
本的に同じである。申請書に必要事項を記入した
後に介護保険証を添付して申請する。申請書には
主治医名を記入する欄もあるが、特になければ空
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欄でも問題ない。なお、申請は郵送でも受け付け
ている。
　申請書が受理されると、市区町村から訪問調査
についての連絡が来る。訪問調査には、市区町村
から委託を受けた保健師やケアマネージャー、介
護福祉士などが訪れる。訪問調査の日程は、利用
者の都合に合わせて調整してくれるので、調査に
立ち会うことをお勧めしたい。高齢者は無理をし
て「自分は大丈夫、一人でできる」と言うことも
あるため、実情を正しく調査員に伝えることが難
しいことがある。実情を知っている家族が、あり
のままの状態を伝える方がよいこともあるので、
調査にはぜひ立ち会っていただきたい。
　訪問調査時の調査項目についてはインターネッ
トで知ることができる。介助の意味や腕の可動域
の計り方など詳細に紹介されているので、参考に
するとよいだろう。
　調査の基準のなかには、理不尽だと感じる項目
もある。例えば排泄に関する項目がそうである。
判定は「見守りが必要」「一部介助が必要」「自分
一人でできる」「全部やってあげないとできない」
の４段階で行われる。家のトイレが和式であるた

めに、１人でトイレに行くことができずに介助が
必要であったが、洋式に変えたことにより１人で
行けるようになると介助不要と判定される。本人
の状態に変化はなくても、トイレに関しては介助
の必要がないという判定になるのである。釈然と
しない感もあるが、判定はあくまでも「介護が必
要かどうか」という視点で行われるということを
理解しておいていただきたい。
　介護認定調査票には、身体的な介護の必要性
と、記憶や行動の状態を確認する項目がある。介
護認定は、この調査と医師の意見書を基に行われ
る。介護保険が始まった当初は、介護認定の問題
点がさまざま指摘されていたが、最近はかなり改
善されてきている。また、訪問時の調査票の項目
以外で気になることがあれば、「特記事項」を付
け加えて二次判定で審査することができるように
なっている。
　介護認定時に備えて日ごろから準備しておくと
よいことは、調査員に伝えたい出来事をメモして
おくことである。身体の機能障害は観察すること
で比較的容易に状態を正しく把握することができ
るが、認知に関する症状を訪問調査時の調査だけ

図表３　介護サービスの利用手続き
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で正しく把握することは難しい。ありのままの状
況を理解してもらうためにも、日ごろから気に
なった点をメモに残しておき、調査員に日ごろの
行動について説明をするとよいだろう。また、本
人には認知症という自覚がないことも多く、本人
の状態を家族が調査員に伝えても、本人はそれを
否定するケースがある。本人と家族とで話の内容
に食い違いがあると、実情を正しく伝えることが
できない恐れがある。よって、本人のプライドを
傷つけることを避けるためにも、本人のいない所
で話すなどの配慮をするとよい。

（３）給付の種類と内容
　申請すると１ヶ月以内に介護認定通知書が届
く。通知書には介護認定審査に基づき行われた、
非該当、要支援１～２、要介護１～５、いずれか
の認定結果が記載されている。認定結果が要支援
または要介護の場合は介護サービスを受けること
ができる。
　要介護１～５と認定された場合、具体的にどの
ようなサービスを受けることができるのかは図表
４を参照していただきたい。
　要介護と認定された場合は、まずは在宅での
サービスを利用するか施設に入所してサービスを
利用するかを選択する必要がある。在宅サービ
スを選択しても、施設に通ってデイサービスや
ショートステイなどの施設が提供するサービスを
利用することができる。施設サービスと在宅サー
ビスの違いは、施設サービスは継続的に施設に入

所してサービスを受けるのに対し、在宅サービス
は家での介護を中心にしながら、施設へ行って施
設が提供するサービスも利用することができる点
にある。
　在宅サービス、施設サービスの概要は、図表
５、６、７を参照していただきたい。
　在宅サービスにはさまざまな種類があるので、
どのサービスを利用すればよいのか迷ったとき
は、地域包括支援センターに相談することもでき
る。また、ケアマネージャーがいる事業者に直接
連絡をしてケアプランを作成してもらってもよ
い。ケアプランができあがったら契約をし、サー
ビスを受けるという流れになる。
　注意していただきたいのは、利用したいサービ
スがあっても、そのサービスを提供する事業者が
いなければ利用することができないことである。
たとえば、施設に入所したいと思っても、空きが
なければ入所することはできない。要介護と認定
されたからといって、必ずしも希望するサービス
を利用できるわけではないことにご留意いただき
たい。
　次に、要支援１～２と認定された場合について
説明する。この場合は、地域包括支援センター

（地域によっては高齢者支援センター）が窓口と
なる。まずは地域包括支援センターに連絡をし、
ケアマネージャーにケアプランを作成してもら
う。ケアマネージャーと相談してケアプランを作
成してもらった後、介護サービス事業者と契約を
し、サービスを受けるという流れになる。これま

図表４　介護サービスの選択肢
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図表５　自宅で受けるサービスの種類と内容

図表６　自宅以外で受ける在宅サービス

図表７　施設サービス
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で説明してきた申請からサービスを受けるまでの
流れをまとめたものが図表３である。
　ここで、介護保険施設の実態について説明して
おこう。現在は、空きがない施設が多く、施設入
所は困難となっている。施設への入所は緊急度が
高い人が優先されるので、順番待ちをしていて
も、必ずしも順番どおりに入所できるわけではな
い。単身者や介護度の重い人は優先度が高いと判
断される。したがって施設に入所できるまでの
間、親と同居しようと思って住民票を異動する
と、介護する家族がいるので優先度が低いと判断
され、なかなか順番が回ってこない可能性もある。
　次に、新しいサービスである地域密着型サービ
スについて説明しよう（図表８参照）。これは地
域に根付いた在宅サービスができるようにという
方針に基づいて作られたサービスである。この
サービスの特徴は利用料が定額制で、デイサービ
スやショートステイ、ヘルパーの派遣などさまざ
まなサービスを１つの事業者から受けることがで
きるので利用者にとっては便利である。ただし、
要介護者が居住している地域に地域密着型サービ
スを提供している事業者がない場合には、サービ
スを利用することができない。また、地域密着型
サービスを利用すると、他の事業者のサービスを
利用することができない点には注意が必要であ
る。例えば、ヘルパーだけ他の事業者を利用する

といったことはできない。

（４）費用負担
　利用者が負担する費用は、原則、利用限度額内
の利用料の１割を負担することになっている。そ
の他食費や居住費等の費用が必要になる。
　在宅サービスと施設サービスで介護保険の適用
範囲を比較すると、在宅サービスでは介護度に応
じた利用限度額が設けられている点に特徴があ
る。施設サービスには限度額という考え方はない。
　実際にどの程度の費用がかかるかを示したもの
が、図表９である。介護に加え医療的なケアが必
要な場合や介護度が重くなるほど負担額が大きく
なっていることがわかるだろう。
　次に、介護費用が高額になった場合に利用でき
る制度について説明する。介護保険でサービスを

図表８　地域密着型サービスの種類

図表９　施設サービスの費用負担の目安
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受け、１ヶ月あたりの費用が一定額を超えた場合
には、超えた分が「高額介護サービス費」として
還付される。この自己負担限度額は世帯の所得状
況によって異なる（図表10参照）。なお、自己負
担限度額には、食費や居住費は含まれないことに
注意していただきたい。
　介護保険に加えて医療保険の自己負担が高額に
なった場合には、介護保険と医療保険のそれぞれ
から高額療養費を受けることができる。それでも
なお１年間（８月１日～翌年の７月31日）にか
かった各々の費用が一定額を超えて高額になる場
合は、「高額医療・高額介護合算療養費制度」を
利用することができる（図表11参照）。この制度
を利用するには、自分で申請をする必要があるの
で注意していただきたい。また、介護保険と医療
保険は別の制度であるため、それぞれに申請しな
ければならない。

　 ４．介護の方法　

（１）介護の考え方
　一昔前は、介護は嫁が行うもの、家族が面倒を
見るのが当たり前、施設に入所させるのは親不
孝であるという意識が強かったが、最近ではこ
の意識にも変化が見られる。統計を見てみると、
1987年では介護の担い手の５割近くは嫁であっ

たが、2010年では約15％に減っている。代わり
に増えているのが実子による介護である。また、
介護者全体の約３割が男性である。このように、
時代とともに介護の担い手も変化している。
　核家族化した今、介護は家族が自分たちで行う
ものという既成概念は、介護うつや虐待、心中な
ど新たな問題を引き起こしている。ある調査によ
ると、1998年から2010年までの13年間に新聞記
事で取り上げられた、介護が原因と考えられる虐
待や心中などにより死に至った事件は、495件で
あったという。このうち、約４分の３は男性が加
害者となっていた。（注1）

　それでは、これからの介護はどうあるべきであ
るのだろうか。「皆で行う」のがこれからの時代
の介護ではないだろうか。介護する家族、介護
サービスを提供する事業者、社会、そして介護を
する従業員を抱える企業それぞれが介護問題に取
り組むことが必要な時代を迎えている。
　一言で「介護」と言っても、関わり方はいろい
ろある。主たる介護者として、食事や入浴、排泄
の世話など日常的に介護をするだけではなく、従
たる介護者として、仕事が休みになる週末は主た
る介護者に代わって介護をするなど介護の一部を
担ったり、精神的、経済的に支援をしたりする方
法もある。
　毎日の介護を近所に住む家族がしている場合を
考えてみよう。関係が近いだけに、互いに不満を
覚えることも多くなるだろう。そんなとき、遠方
に住む家族が双方の話を聴いてあげるなどして、
両者を精神的に支えるのも「皆で行う介護」の１
つである。

（２）介護の方法
　次に、介護の方法の選択肢について説明してい
く。介護が必要になった時は、大きく分けて①ど
こで介護をするのかという「場所の選択」、②ど
のような支援を利用するかという「支援の選択」、
③介護に必要な費用はだれが負担するかという

「資金面の選択」という３つの選択が必要になる。
１つひとつ詳しく見ていこう。
　①場所……場所の選択肢としては「家」で介護
する方法、「施設」に入所して介護を受ける方法
の２つが考えられる。
　②支援……公的支援を利用する方法、民間事業

図表 10　高額介護サービス費

図表 11　高額医療・高額介護合算療養費制度
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図表 13　さまざまな介護サービス

者を利用する方法、自分が介護をするという方法
がある
　③資金……介護が必要な親が介護の費用を負担
する方法、介護者となる子どもが負担する方法が
ある
　介護が必要な本人と介護をする家族の要望や状
況をよく考えて１つひとつ選択していただきたい。

（３）さまざまな介護サービス
　では、実際にどのようなサービスがあるのだろ
うか。公的なサービス、民間のサービスの概要を

まとめたものが図表12である。
　公的な施設に入所するのはなかなか難しいのが
実情であるが、比較的リーズナブルな金額で利用
できる民間の介護付き有料老人ホームや、昨年の
10月に改正された高齢者住まい法によってでき
た「サービス付き高齢者向け住宅」もある。公的
施設への入所が難しい場合は、民間のサービスも
検討してみてもよいだろう。
　また、市区町村ＮＰＯなどでは介護保険に関係
なくさまざまな高齢者へのサービスがある。（図
表13参照）。例えば、配食サービスは単に食事の

図表 12　さまざまなサービス（施設サービス）

種類 概要 入
所 

費用 問題点 

内容 限
度 

公
的 

介護老人福祉施設
（特別養護老人
ホーム) 

介護が中心 
常に介護が必要で、在宅での生活が困難な人が
日常生活上必要な介護、機能訓練や看護を受け
る施設 

× 介護費用＋食費＋
居宅費 

な
し 

 

空き待ちが多い 

緊急度に応じた入所順 

介護老人保健施設 看護やリハビリが中心 
病状が安定し、看護を受けながら、リハビリしたり、
介護を受ける施設 

△ 介護費用＋食費＋
居宅費 

空き待ちが多い 

リハビリの必要がなくなれば原則退所 

介護療養型医療施
設 

医療ケアや看護が中心 
急性期の治療を終え、長期的な療養が必要な場
合に医療ケア、看護、介護を受ける医療施設 

△ 介護費用＋食費＋
居宅費 

治療の必要性が低くなると退所 

地域密着型介護老
人福祉施設 

施設がある市区町村の住民のみ利用可能 
小規模（30名未満）な特別養護老人ホーム。定員
制。 

△ 介護費用＋食費＋
居宅費 

市区町村により格差あり 

対象事業所がまだ少ない 

民
間 

有料老人ホーム
（介護付き） 

高齢者に介護サービス等を行う施設。 
都道府県から特定施設の指定を受けた施設。 
入居費や管理費、家賃等が発生する 

○ 介護費用＋管理費
＋食費＋家賃＋光
熱費等 

入所の際に一時金等の負担が必要な場
合がほとんど 

高齢者専用住宅
（介護サービス付
き） 

高齢者向け賃貸住宅 
安否確認、生活相談などの介護サービスを行い、
一定の広さや設備基準を満たし 
た施設。介護が必要な場合は在宅介護サービス
を施設内で受けることが可能 

○ 介護費用＋食費＋
家賃＋共益費＋光
熱費等 

あ
り 

介護保険の介護施設ではないので介護
サービスの利用限度があり、介護度が
進むと対応しきれない可能性あり 

有料老人ホーム
（住宅型・健康
型） 

高齢者に食事や家事援助、健康管理などのいず
れかを提供する施設。 
介護職員の配置は義務付けられていないが、介
護が必要な場合は在宅介護サービスを施設内で
受けることが可能。 

○ 介護費用＋管理費
＋食費＋家賃＋光
熱費等 

介護保険の介護施設ではないので介護
サービスの利用限度があり、介護度が
進むと退所の可能性あり 

※は豊島区の助成内容
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図表 14　介護準備シート
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提供というだけではなく、安否確認ができるとい
う側面もあるので、毎日連絡をするのが難しい場
合などは利用を検討してもよいだろう。

　 ５．介護の事前準備

（１）介護準備シートを利用する事前準備
　図表14は介護準備シートである。介護の問題
は、親が元気なうちはなかなか話題にしにくいも
のである。しかし、本当は、元気なうちにこそ話
し合っておき、もしものために備えることが大事
である。この介護シートには、事前に知っておき
たい情報や親の希望、資金等を記入する欄があ
る。資金面など話題にしづらい項目も含まれてい
るが、大切なことなので、このシートを介護につ
いて話し合うきっかけにしていただきたい。

（２）介護状態と介護環境ごとの介護方法
　介護方法の選択肢の幅は、親の介護度と介護者
の環境によって変わる。介護度が重かったり、家
族が全員仕事をしているので介護をすることでき
なかったりという場合には、おのずと施設への入
所という選択になるだろう。また、介護度が比較
的軽くても、家族がいない場合には施設への入所
という選択肢にならざるを得ないだろう。このよ
うに、介護を受ける人の状態と介護をする人の状
況によって、選択肢が限られてくるのが実情である。
　現実問題として、介護は介護をする人にとって
負担の大きいものである。介護をする人が倒れて
しまうことがないよう、介護をする人の状況に合
わせて介護方法を選択するということがあっても
よいのではないだろうか。介護をする期間は予測
がつかず、長期に渡ることも多い。介護を受ける
人の要望をすべて受け入れたことで介護が長続き
しなかったり、虐待をしてしまったり、心中とい
う悲劇的な結末を迎えないためにも、介護者の都
合に合わせた無理の無い方法を選択することがよ
いのではないだろうか。公的サービスや民間サー
ビスを上手に利用して、無理の無い介護を目指し
ていただきたい。

　 ６．その他

　そのほか、知っておくと役に立つ情報を簡単に
紹介しておこう。介護保険で受けたサービスの中
には、税金の医療費控除の対象となるものがある
ので、確定申告をする際には確認してみるとよい
だろう。
　また、「介護」という枠で考えてしまうと気が
つきにくいが、身体の状態によっては、「障害者」
と認定される場合がある。身体障害者手帳の交付
を受けると、医療費の軽減措置や交通機関等の割
り引きを受けられることもあるので、障害に該当
する状態かどうかを確認してみてもよいだろう。
　親が遠方に住んでいる場合には、介護費用のほ
か、帰省費用も必要となる。頻繁に帰省するとな
ると金銭的な負担も大きくなる。航空会社によっ
ては介護割引制度があるのでこうしたものを上手
に利用するとよいだろう。
　最後に、自分の勤めている会社にどのような介
護支援制度があるのかを確認することをお勧めす
る。最近は介護支援に取り組み始めている企業が
増えている。支援の方法としては勤務措置や、介
護休暇・休業、費用の補助、介護情報の提供、相
談等が考えられるが、内容は各企業によって異な
るので、ぜひ一度、自社の介護支援制度を調べてみ
て欲しい。

注１：参考文献：湯原悦子（2011）「介護殺人の
現状から見出せる介護者支援の課題」　日本福祉
大学社会福祉学部『日本福祉大学社会福祉論集』
第125号
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