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抄録
近年増加している「福祉系」介護支援専門員には、医学的知識の不足などの課題が指摘されているが、その課題

を概観した研究は見られない。そこで、本研究は、「福祉系」介護支援専門員によるケアマネジメントの課題を、先
行研究から明らかにすることを目的とした。2017 年 4 月に医中誌 WEB で検索し、「福祉系」と「医療系」の介護
支援専門員の業務について比較している 18 論文を分析した。調査によって「福祉系」の基礎資格は異なっていたが、
医療依存度の高い利用者のケアマネジメントや、医師・訪問看護師との連携に困難を感じていることが示されていた。
規定の研修制度の充実とともに、個々の「福祉系」介護支援専門員のニーズに沿った研修機会の確保が必要である。
また、医師や訪問看護師には、意識的に「福祉系」介護支援専門員と連携をしていく姿勢が求められる。

Abstract
The number of “welfare-based” care managers has been increasing recently, and issues have been raised, 

including their lack of medical knowledge. However, there has been no research that provides an overview of 
these issues. This study aimed to shed light on the issues of care management performed by “welfare-based” 
care managers by reviewing previous studies. We searched the Japan Medical Abstracts Society （Ichushi-Web） 
in April of 2017 and analyzed 18 articles comparing the duties of “welfare-based” and “medical-based” care 
managers. According to our survey, the basic certification of “welfare-based” care managers differed among these 
studies, but the studies indicated that care managers have difficulties in providing care for users requiring a high 
degree of medical care services. They also experience difficulty collaborating with doctors and visiting nurses. It 
is necessary to not only enhance training program provision but also secure training opportunities in line with the 
needs of individual “welfare-based” care managers. In addition, doctors and visiting nurses should make concerted 
efforts to collaborate with “welfare-based” care managers.
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Ⅰ　はじめに
わが国では少子高齢化が進行し、要介護高齢者の急

増が見込まれている。そのため、社会保障給付費は年々
増大する一方、2025 年には介護職員が 38 万人不足す
るという予測 1）があるように、介護職員不足が危惧さ
れている。そうした背景のもと、要介護者が住み慣れ
た地域で、地域の社会資源を用いながら生活していく

地域包括ケアが推進されている。その実現のためにも、
介護支援専門員は、ケアマネジメントを適切に行う役
割を担っている。

ケアマネジメントにおけるいくつかの課題を、厚生
労働省社会保障審議会は指摘している 2）。例えば、利
用者に応じた適切なアセスメントができていないなど

「ケアマネジメントの質の向上」、サービス担当者会
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議における多職種協働が十分に機能していないことや、
医療職との連携が不十分といった「多職種協働・連携
の不十分さ」、事業所等の意向に沿ってケアプランが
作成される例や、グループ法人のサービスを利用する
ように誘導される例など「ケアプランの公正・適正化」
の課題などである。

このうち、ケアマネジメントの質の格差が生じる要
因の一つに、基礎資格が「福祉系」である介護支援専
門員の課題が指摘されている。「福祉系」には介護福
祉士、社会福祉士、相談援助業務従事者、介護等業務
従事者等が含まれる。この「福祉系」介護支援専門員
の課題として、医学的根拠に基づいた支援の難しさを
感じること 3）や、医療職との連携に抵抗感があること
4）、在宅の終末期のケアマネジメントに不安を抱いて
いること 5）などが「福祉系」介護支援専門員を対象に
した調査からあげられている。こうした課題は個々の
研究で検討されてはいるが、それを看護師などの「医
療系」介護支援専門員と対比させて概観した研究は見
られない。

ここ数年、介護支援専門員の試験の合格者のうち、
介護福祉士の基礎資格をもつ者が増加しており、６割
超が介護福祉士となっている 6）。１～ 19 回目の介護
支援専門員試験の累積合格者においても、介護福祉士
が４割を超え、最も多い職種となっている。これに、
相談援助業務従事者・介護等業務従事者の１割強と、
社会福祉士の１割弱を加えると、約６割となる。これ
ら「福祉系」介護支援専門員の課題を検討することは、
ケアマネジメントの質を向上させるために重要である
と考えられる。そこで、本研究は、「福祉系」介護支
援専門員のケアマネジメントにおける課題について、
既存研究から整理することを目的とした。

Ⅱ　研究方法
2017 年４月に、医中誌 WEB で「介護支援専門員」「基

礎資格」をキーワードとして「原著論文」を検索した
ところ、26 論文が該当した。「ケアマネジャー」「基礎
資格」をキーワードにした検索でも、結果は同様であっ
た。26 編の論文のうち、介護支援専門員の業務を基礎
資格によって比較している 17 編の量的研究に絞った。
また、この検索からは外れたが、分析対象とした論文
に引用されていた１論文を加えて、18 編 7-24）を分析対
象とした。論文の発行年は、2004 年から 2014 年まで
であった。なお、介護保険施設の介護支援専門員の業
務について基礎資格によって比較した論文が１編あっ

たが、今回は居宅介護支援事業所での介護支援専門員
の業務についての論文を対象にした。

分析の方法は、調査項目、調査対象者、分析方法、
基礎資格によって違いのある結果について、内容を比
較検討した。そこから、「福祉系」介護支援専門員の
課題を抽出した。

Ⅲ　結果

1. 分析対象論文の概要
分析対象である論文の概要を表１に示した。調査項

目は、テーマが重複している論文はあったが、「職業
意識」「知識・技術に対する自己評価」「業務に対する
困難感」「業務の実施状況」「医師や訪問看護師との連
携」「事例の問題点の抽出の傾向」「診療情報の入手」「研
修の内容についての要望」に分けられた。表１は、お
おまかにそのテーマごとに、発行年順に論文を並べた
ものである。

調査対象者は、「福祉系」であっても、論文によっ
て基礎資格は異なっていた。つまり、介護福祉士のみ
を対象にした論文 8,9,14,16,20,24）、介護福祉士や社会福祉士
や訪問介護員などを対象として基礎資格別に分析して
いる論文 12,13,18,21）、介護福祉士と社会福祉士を合わせ
ている論文 7,15）、介護福祉士もしくは介護職員、社会
福祉士、精神保健福祉士、訪問介護員などを合わせて
いる論文 10,11,17,19,22,23）があった。また、比較の対象であ
る「医療系」も、論文によって基礎資格が異なって
いた。すなわち、看護師のみが対象の論文 8,9,13,17,18,21,24）、
看護師と准看護師が対象の論文 12,14,16）、保健師、助産
師、看護師、准看護師という看護職を合わせている論
文 7,15,19,20）、上記看護職のほかに医師、薬剤師、理学療
法士、柔道整復師、歯科衛生士などを合わせている論
文 10,11,22,23）があった。調査地域が全国に渡る論文は２
編 16,22）であり、１つの都道府県や市町村などが多かっ
た。分析方法は、２変数間の関係を分析しているもの
がほとんどであり、多変量解析をしている論文は１編
のみ 22）であった。

以下、分析対象論文のテーマに沿って、論文の内容
を紹介していく。

2.�論文のテーマごとに見た「福祉系」「医療系」
介護支援専門員の違い
1）職業意識

自分の職業に対してもつ意識や自覚である「職業
意識」は、３編の論文 7-9）で調査されていた。仕事を
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表１　ケアマネジメントに関して基礎資格で比較している論文の概要
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て導入した割合が高く、介護福祉士、社会福祉士は、
看護師に比べて「通所介護」「訪問介護」の導入割合
が高いという報告があった 18）。訪問看護を導入した利
用者数は、看護師が、介護福祉士、社会福祉士に比べ
て多いことが示されていた 19）。エンド・オブ・ライフ
ケアのケアマネジメントに関する「心理・精神的援助」

「デスマネジメント」などの実践率は、看護師が、そ
の他より高いという結果であった 17）。
5）医師や訪問看護師との連携

連携については、２編の論文 20,21）があった。「看護系」
と「介護系」を比べた論文 20）では、両系ともに医療
との連携が十分とはいえないが、「看護系」は「介護系」
に比べると主治医との連携が良好であるとしていた。

「看護系」は「介護系」に比較して、ケアマネジメン
ト業務の「相談相手」に主治医をあげた割合や、「サー
ビス担当者会議への参加」に主治医を呼んでいる割合
が高かった 20）。訪問看護師に対する意向では、介護福
祉士、訪問介護員が、看護師よりも、「医療の情報を
伝えること」や「専門用語を使わないこと」を望んで
いる傾向がみられた 21）。
6）診療情報の入手

論文は１編 22）であった。診療情報の入手の程度に、
「福祉系」か「医療系」かによる差はないということ
であったが、診療情報の入手のしやすさには、「福祉系」
において、「医療系事業所に所属していること」と「入
院先に出向くこと」が関連していた 22）。
7）事例の問題点の抽出の傾向

論文は１編 23）であった。紙上事例の検討において、
「福祉系」は、「医療系」に比べて、「生活面」を問題
点として抽出し、「医療系」は、「福祉系」に比べて「医
療面」を問題点として抽出する傾向があった 23）。
8）研修の内容についての意向

論文は１編 24）であった。介護福祉士が、看護師よ
りも多く研修を要望している項目として、「モニタリ
ングの方法」「情報からニーズを判断する知識技術」「ケ
アプラン作成技術」「連絡調整・サービス担当者会議
の開催方法」「高齢者の疾病と対処」があげられてい
た 24）。

Ⅳ　考察

1.�「福祉系」介護支援専門員のケアマネジメ
ントにおける特性・課題

「福祉系」といっても、論文によって、介護福祉士、
社会福祉士、訪問介護員などが含まれ、基礎資格が統

負担に思う割合は、「看護職」が、「福祉職」「その他」
の者に比べて高い傾向であった 7）。一方、介護支援専
門員は「誇りの持てる仕事である」と感じる割合は、
看護師が、介護福祉士に比べて高かった 8）。他方で、「仕
事に打ち込んでいる」割合や「ケアマネジャーとして
勉強を続けている」割合は、介護福祉士が、看護師に
比べて高いという報告があった 9）。
2）知識・技術に対する自己評価

ケアマネジメントに関する知識や技術への自己評価
を調査した論文は、６編 8,10-14）であった。全体に、「医
療系」が「福祉系」に比べて、知識・技術に対する自
己評価が高かった。
「ケアプランとケア計画」「複数の人間関係調整を含

んだ内容」が実践できている認識は、看護師が、介護
福祉士に比べて高いとされていた 8）。また、「アセス
メント・課題分析の状況」がほぼできていると評価し
た割合は、「保健・医療職」が、「福祉職」より高い結
果であった 10）。知識については、「高齢者の医学的知
識」が理解できていると回答した割合は、「看護職」が、
看護職の資格のない者より高かった 13）。「虐待兆候」
として認識している項目数は、看護師が介護福祉士に
比べて多かった 14）。

一方で、「社会保障制度」に対する理解の程度は、
社会福祉士が、社会福祉士の資格のない者より高いと
されていた 12）。また、「社会保障制度」にわからない
と回答した割合が高い項目数は、「福祉職」より「医
療職」が多かった 11）。
3）業務に対する困難感

業務に対する困難感は、３編の論文 16-18）で調査さ
れており、いずれも「医療系」が「福祉系」より困難
感が低いという結果であった。「医療依存」や「精神
障害」のケアマネジメントに対する非困難感は、看護
師が、その他の資格に比べて高く 17）、「身体疾患をも
つ介護者への対応策立案」「主治医への利用者の状況 ･
要望の説明」「必要時に主治医に連絡をとる」などでは、

「福祉職」が「看護職」より困難感が高いとされてい
た 16）。エンド・オブ・ライフケアのケアマネジメント
への困難感は、看護師がその他資格より低いという結
果であった 17）。
4）業務の実施状況

マネジメントしているサービスや、エンド・オブ・
ライフケアのケアマネジメントに関して３編の論文
17-19）があった。看護師は、介護福祉士、社会福祉士に
比べて「訪問看護」「通所リハビリ」をサービスとし
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一されているわけではなかったため、基礎資格別の課
題を厳密に把握することは難しい。また、職業意識の
結果が論文によって異なっていた 7-9）のは、調査項目
が同じでないためではあるが、就労意欲の高い者が対
象者に選ばれていたなど調査対象者の選定方法の影響
もあることが考えられる。

そのような限界はあるものの、「福祉系」介護支援
専門員は、アセスメントやケアプラン作成の自己評価
が「医療系」より低い傾向にあることが、2004 年から
2005 年の論文 8,10）には見られた。ただし、これらは介
護保険制度の開始数年後に調査された結果である。そ
の後は調べられておらず、最近のアセスメントやケア
プラン作成の自己評価の状況は明確ではない。
「福祉系」介護支援専門員の課題は、医療依存度の

高い利用者のケアマネジメントや、医師・訪問看護師
との連携に困難を感じているという点は、指摘できる
だろう。医療依存度の高い場合やエンド・オブ・ラ
イフケアのケアマネジメントに対して、「医療系」よ
り困難感が高いという結果があった 16,17）。医師との連
携に対しても、「医療系」に比べると困難感が高く 15）、
スムーズに連携できていない可能性が指摘されていた 20）。
訪問看護師に対しては、専門用語を使わないでほしい
などの要望が「医療系」に比べて多かった 21）。こうし
たことは、「高齢者の一般的医学知識」を理解できて
いる割合が、介護福祉士で低いとされていた 13）ように、
有している医学的知識の差が影響しているものと考え
られる。

一方で、「福祉系」では全体に生活面でのアセスメ
ントを行う傾向が見られ 23）、サービスは医療系よりも
福祉系のものをよく使う 18）という、基礎資格の特性
の反映と考えられる違いが見られた。

2.�「福祉系」介護支援専門員への支援策
わが国の介護支援専門員は多様な資格から構成され

ており、ケアマネジメントにおいて基礎資格の強みを
活かせる利点がある。しかしながら、利用者のニーズ
に合わせて介護支援専門員を配置できている、あるい
は利用者側が介護支援専門員を専門性によって選択で
きるとはいいにくい現状にある。

人口高齢化の進展や医療施設での在院日数の制限
などから、今後は、医療依存度の高い利用者や終末期
にある利用者が在宅において増加していくことが予想
される。加えて、そうした利用者を担当していること
が多い看護職の介護支援専門員が減少しているため 6）、
医療依存度の高い利用者を「福祉系」介護支援専門員

が担当することが増えてくると考えられている 25）。
こうした状況に対して、まず、「福祉系」介護支援

専門員の医学的知識や医療職との連携に対する苦手意
識を払拭できるように、研修を強化することは不可欠
である。厚生労働省でも 2016 年度から実務研修の内
容・時間数を改善し、医学的知識や連携の知識・技術
の修得が図られるようにしている 2）。そのような研修
の効果はあるかもしれないが、まだその評価は行われ
ていない。また、規定の研修制度の充実とともに、個々
の利用者に適切なケアマネジメントができるように、
個々の介護支援専門員のニーズに沿った研修の機会を
確保していくことも重要である。

診療情報の入手しやすさについては、「福祉系」介
護支援専門員においても、医療系の事業所に所属する
者や入院先に直接出向いている介護支援専門員は、そ
うでない「福祉系」の者に比べて診療情報が得られや
すいと報告されていた 22）。「福祉系」介護支援専門員
には、診療情報が入手できる体制の構築が必要である。

医療職との連携に関しては、医療職側の姿勢の改善
も求められるだろう。2007 年の医療法第 5 次改正にお
いて、医療と福祉の連携を図ることが規定されている 26）。
しかし、平川（2014）27）は、介護支援専門員を悩ま
せる訪問看護師の行動傾向として、「権威勾配を背景
にチームを上から管理しようとする」「専門用語を使
いすぎる」などの問題を指摘している。また、「医師
と看護師だけで連携をし、報告がない」といった、介
護支援専門員の訪問看護師との連携のしにくさを述べ
ている論文もある 28）。「福祉系」介護支援専門員では、
訪問看護師への苦手意識があることが、訪問看護導入
の判断を妨げる一因となっていたという報告がある 25）。
多職種連携には、訪問看護師の積極的な関与が影響す
るとされている 29,30）。介護支援専門員には知識・技術
に差があり、連携がしにくいという医師の意見もあり 31）、

「福祉系」介護支援専門員の全般的な知識・技術の向
上が、円滑な連携の前提にあることは確実である。医
療職側の連携における積極的な姿勢や、医学的な内容
の相談に医療職側が応じるなどの配慮が必要であると
考えられる。

3. 研究における今後の課題
介護福祉士の基礎資格をもつ介護支援専門員が増

えている背景には、介護支援専門員になることが介護
福祉士にとってキャリアの広がりになるという意識が
ある 3,32）。そういった傾向を踏まえた対応が望まれる。
介護福祉士と訪問介護員を基礎資格にもつ介護支援専
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門員を対象にしたインタビューでは、「病状の判断や
今後の経過の予測」や「専門用語の理解」が難しい、「医
学的知識が不足するため医療者と話せない」などの課
題があげられていた 25）。そのような現状を踏まえて、

「福祉系」介護支援専門員として必要な医学的知識を
具体的に検討していくことは、今後の課題であるだろ
う。

今回分析した論文では、知識・技術に対する評価
は自己評価であり、客観的な評価や利用者側からの評
価を取り入れている論文はなかった。実際に、ケアマ
ネジメントに対する客観的評価の必要性は指摘されて
いるが、わが国ではまだ十分な評価は行われていない
33）。また、例えばサービスとして訪問看護師をより多
く導入した 18）とあったが、それが果たして利用者側
に利益をもたらしたか否かの検証はされていない。欧
米では、訓練を受けた専門職によるケア（ケース）マ
ネジメントが、利用者の生活の質や日常生活動作の向
上、症状の改善、家族介護者の負担感軽減や精神健康
などに影響しているかを評価した論文がある 34,35）。そ
うした調査は容易ではないかもしれないが、ケアマネ
ジメントの質を第三者評価などによって客観的に評価
することや、利用者側にもたらす利益を把握していく
ことは、今後の課題であると考えられる。
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