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抄録
【目的】居宅介護支援事業所の介護支援専門員を対象に，認知症者の経済問題に対する支援内容とその展開過程を
可視化することである．
【方法】居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員 13 名を対象に，認知症者の「経済的な理由から介護サー
ビスの利用を制限する状況」に対する具体的な支援内容について半構造化面接またはフォーカス・グループ・イン
タビューを実施した．分析には定性（質）的コーディングを用いた．
【結果】インタビューで得られた 26 事例より，居宅介護支援の対象者が認知症であった 14 事例を分析対象とした
結果，支援の展開過程は【潜在化した経済問題の発見】【経済問題の評価】【経済問題の軽減・解決に向けた支援計
画立案と介入】に分類することができ，この 3 つの変容特性は【潜在化した経済問題の発見】から【経済問題の評価】，
【経済問題の評価】から【経済問題の軽減・解決に向けた支援計画立案と介入】へと展開するものと推測された．
【考察】本調査結果から，介護支援専門員は経済問題に対する支援においてもケアマネジメントの展開過程に則っ
た実践を行っていることが明らかとなった．今後は，本結果の一般化を目指した量的調査等を実施することが課題
である．

Abstract
Objective: To visualize the components and process of support by care support specialists in the home care
support business for ﬁnancial problems experienced by people with dementia.
Method: Semi-structured interviews and focus group interview on speciﬁc components of support for people
with dementia in a situation wherein the use of care services is limited for ﬁnancial reasons were conducted
with 13 care support specialists working in the home care support business. The data was analyzed by using
qualitative coding.
Results: Of the 26 cases reported in the interviews, 14 involved provision of home care support for people with
dementia. The results of the analysis suggested that the support process can be categorized into [discovery of a
potential ﬁnancial problem], [evaluation of the ﬁnancial problem], and [support planning and intervention aimed
at mitigating or solving the ﬁnancial problem]. Moreover, the three aspects of support progress from [discovery
of a potential ﬁnancial problem] to [evaluation of the ﬁnancial problem] and then from [evaluation of the ﬁnancial
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problem] to [support planning and intervention aimed at mitigating or solving the ﬁnancial problem].
Discussion: The results of the study revealed that care support specialists follow practices adhering to the care
management process in regard to provide support for financial problems. In the future, quantitative research
aimed at generalizing these ﬁndings is required.
キーワード：介護支援専門員，認知症者，経済問題，支援過程
Key words: care support specialists, people with dementia, ﬁnancial problems process of support

Ⅰ．緒言

の社会保障制度の活用を示すにとどまっている 6）．日

わが国における 65 歳以上高齢者の認知症有病率は
15.0％と推計されており，認知症高齢者数はその予備
軍を含めると約 862 万人に達し，今後も増加が見込ま
れている 1）．これらの認知症者の在宅療養を支えるた
めには多くの介護サービスの導入が求められるものの，
経済問題があるがゆえに介護サービスを自ら利用制限
する事例が少なくないことが報告されている 2-4）．た
とえば杉澤ら 2） は，介護保険の要支援・要介護認定
者ならびに介護者を対象に訪問面接調査を実施した結
果，在宅介護サービスの過少利用の割合は約 7 割を占
め，さらに年収 120 万円未満の世帯は 120 万円以上の
世帯に比して過少利用の割合が高かったことを報告し
ている．また本田ら 3）は，経済的理由による介護保険
サービスの利用制限について居宅介護支援事業所の介
護支援専門員を対象に質問紙調査を行った結果，利用
者の約半数が自ら制限しており，介護支援専門員の約
半数が利用制限による利用者の健康状態の悪化や介護
負担増加が引き起こされた事例を経験していたことを
報告している．さらに田中ら 4）は，高齢者の経済状況
を分析した結果，低所得層にある高齢者ほど消費に対
する医療費や介護費用の占める割合が高くなっていた
ことを示し，低所得者対策の必要性を指摘している．
経済問題は社会保障制度の活用により軽減・解決が
期待できるため 5），認知症者への支援を主に担う居宅
介護支援事業所の介護支援専門員には，広範の社会保
障制度の知識と活用方法の習得が望まれるところであ
る．しかしながら，2015 年以前の研修プログラムにお
いては社会保障制度に関する講義等は含まれておらず，
専門研修課程Ⅰの講義のひとつである「社会資源活用」
では成年後見制度等の権利擁護制度や福祉関係法と介
護保険制度との適用関係の周知にとどまっていた．
2016 年には「地域包括システムのなかで医療職をは
じめとする多職種と連携・協働しながら利用者の尊厳

常生活自立支援事業や成年後見制度は，金銭管理困難
や経済的虐待の軽減・解決に有効な制度である 7-8）．ま
た，生活保護制度は他の法令に基づく制度活用によっ
ても最低生活が維持できない場合のセーフティ・ネッ
トである．これらの制度は，顕在化した深刻な経済問
題に対しては有用な社会保障制度といえる．
経済問題は一定の過程を経て生じ，深刻化する現象
であることから，ケアマネジメントにおけるアセスメ
ントでは経済問題の早期発見のみならずその程度なら
びに発生過程を評価し，短期目標のひとつに経済問題
の軽減・解決を設定し，支援計画には社会保障制度の
活用が求められる 9）．そのためには認知症者の介護ニー
ズに対する過小な介護サービスの利用状況から潜在化
した経済問題を察知・推測し，アセスメントならびに
介入する必要があるが 10），前述のとおり改訂されたガ
イドラインにおいてもこれらの支援を可能とする知識
や技術の付与には至っていない．
竹本ら 11） は認知症者のケアマネジメントにおける
介護支援専門員の社会保障制度の理解と活用状況につ
いて調査を行った結果，医療費軽減に有用な通院医療
費公費負担制度（現在の精神通院医療）ですら十分に
理解していなかったこと等を明らかにしている．これ
以後，わが国では介護支援専門員を対象とした社会保
障制度の知識等に関する研究は皆無である．先行研究
が僅少であり，臨床の現状を踏まえるならば，まずは
介護支援専門員の経済問題に対する支援状況を定性的
に明らかにすることが求められる．
そこで本研究では，居宅介護支援事業所の介護支援
専門員を対象に，在宅生活を送る認知症者の経済問題
に対する支援内容とその展開過程を可視化することを
目的とした．

Ⅱ．研究方法

を旨とした自立支援に資するケアマネジメントを実践

A 県ならびに B 府内にある 11 の居宅介護支援事業

できる専門職の養成」を目的に介護支援専門員の研修

所に勤務する介護支援専門員 13 名を対象に半構造化

制度が見直され，実務研修のガイドラインが改訂され

面接またはフォーカス・グループ・インタビューを実

た．しかしながらその内容は，日常生活自立支援事業

施した．これらのインタビュー対象者は，経済的な理

や成年後見制度などに限定され，経済困窮の場合は生

由により介護サービスの利用制限をされている要介護

活保護制度などの活用を行うといった危機回避のため

者を担当されている，あるいは担当されていた介護支
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援専門員を縁故法により選定した．インタビューでは

式（理論）」へと統合した．①〜③の作業は繰り返し行っ

居宅介護支援を担当する認知症者の「経済的な理由か

た．

ら介護サービスの利用を制限する状況」について尋ね

また分析では，着目したデータの部分からコードを

た（調査期間：2016 年 10-11 月）．具体的には「あな

生成し，解釈の可能性をデータで確認する作業を繰り

たがケアプランをご担当されておられる（ご担当して

返すなど，データ解釈の厳密性とその妥当性の要請に

おられた）利用者のなかで，経済的な理由から介護サー

応えることとした．さらに，コード同士，コードとカ

ビスの利用制限（利用者側のサービス利用の手控え）

テゴリー，カテゴリー同士，カテゴリーとコア・カテ

をされている（されていた）方はいらっしゃいますか？

ゴリー，コア・カテゴリー同士についても比較分析の

いらっしゃいましたら，その方の状況についてお教え

作業を継続した．

ください」，「経済支援として活用されている（活用さ
れた）社会保障制度について教えてください」などと

Ⅲ．倫理的配慮

教示を行った．
インタビューは調査対象者がリラックスして話すこ
とができる場所を確保することを目的に調査対象者の
勤務先または調査対象者が指定した場所において実施
した．なお，インタビューに要した時間は 1 回当たり
60 〜 90 分程度であり，インタビューの内容は IC レコー
ダーに録音し，逐語録を作成した．
なお，研究方法は定性（質）的研究法であり，分析
方法には定性（質）的コーディング 12-13）を用いた．分
析においては，
「データ，コード，カテゴリーの一覧表」
14-15）

を参考にし，「理論生成の根拠の提示」，「分析プ

ロセスの明示」の要求にも応えることとした．
本研究における定性的コーディングの手続きは，3
段階に分けられる．①個別ならびにグループインタ
ビューによって得られたデータ（インタビューの逐語
記録）から，意味内容ごとに「コード」を割り出した．
②一般化を図るため，生活困窮者を支える社会資源の
活用方法 5）9）16） ならびにケアマネジメントの過程 17）
に照らして検討を行いつつ，「コード」から「カテゴ
リー」，さらに「コア・カテゴリー」を生成した．そして，
③「カテゴリー」と「コア・カテゴリー」を「説明図

表1

調査に先立ち，口頭ならびに書面にて調査の趣旨や
匿名性の保持，承諾後に同意撤回が可能である等の説明
を行い，調査実施者と対象者の間で同意書を交わした．
なお，本調査は 2016 年 7 月 29 日に岡山県立大学倫理委
員会の審査・承認を得て実施した（受付番号 16-42）
．ま
た，個人が限定されるような発言内容や方言等を伏せる
ことで，調査協力者が限定できないように配慮した．

Ⅳ．研究結果
分析には 13 名の介護支援専門員から得られた 26 事
例のうち，居宅介護支援の対象者が認知症であった 14
事例を用いることにした．なお，分析対象とした 14
事例（A 県 6 事例，B 府 8 事例）を確認した結果，こ
れらは 13 名中 10 名の介護支援専門員（A 県 4 名，B
府 6 名）によって支援が行われた事例であった．
10 名の介護支援専門員の属性は表 1 のとおりであ
る．14 事例の認知症者はすべて認知症高齢者の事例で
あった．分析の結果，居宅介護支援事業所の介護支援
専門員の経済問題に対する支援内容は，経済問題の発
生理由により異なっていた．たとえば，介護サービス
の利用料の負担による最低生活の維持が困難となって

事例提供者の属性
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いた事例には「社会保障制度の選定・活用」，金銭管

【経済問題の軽減・解決に向けた支援計画立案と介入】

理や借金返済，経済的搾取に関する事例には「成年後

に分類することができると考えられた（表 2）．この 3

見制度等の活用」を行っていた．

つの特性は，【潜在化した経済問題の発見】から【経

分析の結果（コア・カテゴリーには【 】，カテゴリー

済問題の評価】，【経済問題の評価】から【経済問題の

には≪ ≫，コードには［ ］を表記），支援の展開過程

軽減・解決に向けた支援計画立案と介入】へと展開し

は【潜在化した経済問題の発見】，【経済問題の評価】，

ていくことが推測された（図 1）．

表2

介護支援専門員を対象とした認知症者の経済問題に対する支援内容に関する
コア・カテゴリー，カテゴリー，コード，データの一覧
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図1

調査結果から推測された認知症者の経済問題に対する支援内容とその展開過程

【潜在化した経済問題の発見】とは，将来，経済問

≪同居家族に起因する生活困窮≫は，【潜在化した経

題に発展すると予測される背景要因を介護支援専門員

済問題の発見】の≪同居家族の就労状況≫により評価

が発見することである．介護支援専門員は［年金収入

されていた．

のみの生活］，［住民税非課税世帯］，［低所得を補う食

【経済問題の軽減・解決に向けた支援計画立案と介

材確保］，［生活保護世帯］といった≪脆弱な経済基盤

入】とは，介護支援専門員が【経済問題の評価】の結

≫の存在が将来経済問題へと進展すると推測していた．

果をふまえ，その軽減・解決に向けた支援計画を立案

また，［利用料の支払い困難］や［サービス量の制限］

し，支援を実行することである．【経済問題の評価】

といった≪経済問題の意思表示≫，［利用者の意気消

に対し，介護支援専門員は［新たな収入源確保に関す

沈］や［金銭管理困難の兆候］といった≪利用者の心理・

る支援］や［サービス利用料の減免制度の利用支援］

行動≫により，その背景にある≪脆弱な経済基盤≫を

といった≪サービス利用料の支払いを可能にする社会

再認識し，経済問題の顕在化を予見していた．さらに

保障制度の活用支援≫，［権利擁護に関する制度の活

介護支援専門員は，［同居家族の無就労］，［同居家族

用支援］や［金銭管理に関する直接支援］，［借金整理

の収入減］，［介護者の就労］といった≪同居家族の就

に関する調整支援］といった≪財産管理に関する支援

労状況≫により，経済問題の発生を予測していた．

≫を計画し，実行していた．≪サービス利用料の支払

【経済問題の評価】とは，介護支援専門員が【潜在

いを可能にする社会保障制度の活用支援≫や≪財産管

化した経済問題の発見】により情報収集し，経済問題

理に関する支援≫は，
［医療機関への支援要請］や［福

の発生理由や種類，程度などの状況を評価することで

祉事務所への支援要請］，［地域包括支援センターへの

ある．［医療サービスの利用料の支払い困難］や［介

支援要請］といった≪関係機関への支援要請≫により

護サービスの利用料支払い困難］といった≪医療・介

展開していた．これらの支援を行いながらも医療・介

護ニーズに対応したサービス導入困難≫は，【潜在化

護ニーズを満たすほどの経済問題の軽減や解決が図る

した経済問題の発見】の≪脆弱な経済基盤≫や≪経済

ことができなかった場合は，介護サービスの量（種類・

問題の意思表示≫により評価されていた．また，［経

回数）を調整するなど，［経済状況に応じたサービス

済的搾取による生活困窮］や［借金による生活困窮］

利用の工夫］を講じていた．

といった≪判断能力の低下に起因する生活困窮≫は，
【潜在化した経済問題の発見】の≪利用者の心理・行

Ⅴ．考察

動≫により，［同居家族の収入減による利用料の支払
い困難］や［同居家族の低い金銭管理能力］といった

本調査結果から，介護支援専門員は【潜在化した経
済問題の発見】から【経済問題の評価】を実施し，
【経
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済問題の軽減・解決に向けた支援計画立案と介入】を

二段階である「アセスメント」に相当すると考える 17）．

に則っ

白澤 17） は，アセスメントの内容のひとつに経済状況

た支援を実践していることが明らかとなった．本調査

を挙げている．認知症ケアマネジメントは，主にその

研究の意義は，介護支援専門員の認知症者が抱える経

症状理解に視点が置かれているが 18），認知症者がど

済問題に対する支援内容と展開過程を可視化できた点，

のような経済状況下に置かれているかの評価は，介護

そして十分な研修体制が整備されていない状況にあり

サービス等の導入の可否と導入量の程度を判断するう

ながら経済問題軽減・解決に正面から真摯に立ち向

えで重要である．

行うといったケアマネジメントの展開過程

17）

かっている実態を明示できた点にある．

本研究では，3 種の経済問題の評価が明らかとなった．

1．潜在化した経済問題の発見

≪医療・介護ニーズに対応したサービス導入困難≫と

【潜在化した経済問題の発見】はケアマネジメント

は，
認知症進行に伴う身体的ニーズの変化に対する医療・

の過程の最初の段階である「入口」に相当すると考え

介護サービスの増加に伴うものである．認知症は脳に起

は経済問題の有無を確認する視点につい

因する疾患群であるがゆえに，進行により精神面のみな

て，「収入」「支出」「資産」「負債」の 4 点を挙げてい

らず身体面の機能低下ももたらす 19）．重介護が必要な

るが，介護支援専門員は認知症者本人の「収入」と「食

状態となった際には介護保険施設が重要な役割を担う

材の確保に関する状況」から≪脆弱な経済基盤≫を察

ことになるが，≪脆弱な経済基盤≫であるがゆえにこれ

知し，介護サービスの利用料の支払い困難から過少利

らの入所サービスの利用が困難となり 5），在宅介護を

用につながっていることを推測していた．本研究対象

選択せざるを得ない状況を作り出していた．介護保険

者が提示した担当事例における≪脆弱な経済基盤≫と

施設よりも費用負担が抑えられる医療機関への入院も

は生活保護基準の世帯であるか，それ以下の収入状況

困難な経済状況であり，介護支援専門員は評価を行い

の世帯であった．一方，利用者本人からの利用料の支

ながらも困惑していた．

る

17）

．西村

9）

払いが困難であるという訴えや介護サービスの利用量

≪判断能力の低下に起因する生活困窮≫は，認知

を減らしてほしいという要望を機に経済問題の評価・

症者の判断能力の低下ゆえに金銭の管理が困難となり，

介入を検討する場合もあった．これは，介護支援専門

経済的搾取や借金により最低生活すら脅かされている

員が潜在化した経済問題に気づきながらも収入などの

状態である．認知症者は SOS を発信できない状況で

経済面の情報を尋ねることに認知症者や家族が負の反

あったが，介護支援専門員が認知症者の状況から経済

応を呈することを恐れ，躊躇していたからと考える．

問題が起きることを予測していた．安田 7）は，アルツ

経済面の情報を尋ねる意図を説明するなど，介護支援

ハイマー型認知症の人とその家族の 8 割が契約トラブ

専門員の相談援助技術上の課題が浮き彫りとなった．

ルや金品の紛失等といった経済被害に遭遇したと報告

また，介護支援専門員は認知症者の心理的変化や金

している．要介護認定を受けている認知症者を担当す

銭管理が困難な状況から，≪脆弱な経済基盤≫がさら

る介護支援専門員は，経済被害に遭遇した利用者を少

に深刻化していることを推測していた．これは，経済

なからず経験しており，人権感覚から経済問題の評価

的搾取に対する認知症者の非言語的な反応や認知症進

に敏感であったと考える 8）．

行による日常生活能力の低下に対する気づきによるも

≪同居家族に起因する生活困窮≫は，同居家族の失

のであり，介護支援専門員の研修制度の成果と考えら

業等による減収により衣食住でさえ困難になりつつあ

れた．

る状態と，同居家族に精神障害等があるがゆえに介護

さらに，介護支援専門員は同居家族の就労状況やそ

サービスの必要性が理解できないために介護サービス

の変化からも≪脆弱な経済基盤≫がさらに深刻化する

を拒否する，あるいは金銭管理ができないために支払

ことを推測していた．これは介護支援専門員が認知症

いができない状態である．井藤ら 20） は地域において

者のみならず家族全体に視点を置き，将来を見据えた

困難事例化する認知症高齢者がかかえる困難事象につ

居宅介護支援計画の作成を試みようとしていたからで

いて調査した結果，家族介護者に関わる困難事象とし

あると考える．しかし一方で，前述のように認知症者

て主介護者の精神疾患を挙げている．精神疾患をかか

や家族へ確認することに躊躇し，家族の就労状況の変

える家族への対応方法の習得により経済問題を回避で

化から経済状況を確認しようとしていたことも否めな

きる可能性もあることから，精神疾患の知識と面接技

い．介護支援専門員が家族システム論の視点を持って

術の習得が課題である．

3．経済問題の軽減・解決に向けた支援計画立

認知症者の支援を行っているか否かについては，後続

案と介入

研究で明らかにする必要がある．

2．経済問題の評価

【経済問題の軽減・解決に向けた支援計画立案と介

【経済問題の評価】はケアマネジメントの過程の第

入】は，ケアマネジメントの過程の第三段階である
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「ケース目標の設定とケアプランの作成」，第四段階で
ある「ケアプランの実施」に相当すると考える 17）．

介護支援専門員のサポート体制の構築等を提示するこ
とが求められる．

本研究では，4 種の「支援計画立案と介入」が明ら
かとなった．西村 9） は経済問題を解消する 4 つの方

謝辞

法として，①収入を増やす方法，②支出を減らす方法，
③資産の現金化，④負債の調整を挙げている．本研究
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