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ケアラー支援の視点からみた地域包括ケアの課題： 

これからの在宅介護サービスの在り方を探る 
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【1】ケアラー支援の視点の重要性 
「ケアラー」とは？ どう表現・定義したらいいか？どう呼ばれたいか？  
 家族介護者に限定されない（友人・知人を含む） 
 高齢者ケアに限定されない（障がい・疾病・依存症の人を含む） 
 介護労働者を含まない（無償・unpaid work） 

 
 
 
 
 
 

「ケアラー」とは、「介護」「看病」「療育」「世話」「こころや身体に
不調のある家族への気づかい」など、ケアの必要な家族や近親
者・友人・知人などを無償でケアする人のことです。（日本ケアラー連盟） 
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「介護者」としての捉え方から「ケアラー」としての捉えなおしへ 

「ケアラー」としての捉えなおし 
専門職として「ケアラー」への眼差しで支援していたかどうか、十分に配慮のある
ものになっていたかどうか、これまでと異なった視点から再認識するきっかけに 

「介護者」とは？ 
＝「家族介護者」？ 
介護保険制度の中での高齢者を介護する家族？ 
障がいを持つ人・難病の人・アルコール依存症の人のケアをする人？ 
サービスによるケア以外のインフォーマルなケアの担い手？ 

「ケアラー」（英語ではCarerあるいはCaregiverと表記）？ 
定義は様々。 「養護者」＝Caregiver？ 
障がいや疾病、老齢などによりケアが必要になった人への家族や友人・知人による、
無償のケアということが基本的な共通解釈。 
対象を限定しない、家族だけと限定しない、より包摂した概念 
子育てと介護、障がいをもつ子と認知症の親、若年性認知症の夫と要介護状態の母
などの多様なダブルケアへの支援も 



http://www.internationalcarers.org/ 

国際的なCarer（ケアラー）支援の動きとネットワーク 
 

 IACO（国際ケアラー支援組織連盟） 
 日本ケアラー連盟（Carers Japan）も2015年に加盟 
 米国、英国、オーストラリア、カナダ、アイルランド、フランス、 

フィンランド、スウェーデン、台湾、ニュージーランド、イスラエル、
デンマーク、香港など 
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http://www.carerscanada.ca/
http://www.omaishoitajat.fi/
http://carersjapan.com/
http://www.carersworldwide.org/
http://www.carealliance.ie/
http://caregivers.org.il/
http://www.caregiving.org/


「人生100年時代」の介護担い手問題 
７０４０問題→8050問題→9060問題（困難事例、ひきこもり） 

介護離職問題（年間10万人以上）、ミッシングワーカー 

家族の変容（独居高齢者の増加、シングルの増加） 

介護人材不足（外国人介護者への期待） 

介護難民（施設や介護サービスの不足、経済的理由） 

認知症高齢者のケア（2025年には65歳以上人口の5人に1人、700万人） 

徘徊老人問題（『老いてさまよう 認知症の人はいま』） 

∗ 「太郎さん」身元不明認知症男性、大阪の路上で保護 

∗ JR認知症鉄道事故訴訟：91歳父発症から7年、「住み慣れた自宅で」と
在宅介護を選択、徘徊事故、家族に損害賠償請求・・ 
最高裁逆転勝訴（2016） 『認知症鉄道事故裁判』（高井2018） 
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なぜ、「ケアラー」の支援が必要なのか？ 
 

 ケアラー（Carer・介護者）の孤独・孤立 
 介護うつ・介護ストレス・介護疲れ 
 介護殺人・介護心中 
 介護離職 

イギリス政府が「孤独担当相」を新たに任命（2018年1月17日） 

「あまりに多くの人々にとって、孤独は現代の悲しい現実だ。高齢者、介護者、そし
て、愛する人を亡くした人たち――話す人がいない、考えや日々の出来事を共
有する相手がいない人たち――が耐え忍ぶ孤独に向き合い、解決するための
アクションを取っていきたい」 

（テリーザ・メイ首相の言葉）   
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180122-00205504-toyo-bus_all 

8050問題 

ヤングケアラー 

老々介護
問題 
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https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180122-00205504-toyo-bus_all


2015ケアラー調査 
（日本ケアラー連盟） 

地域全体が老いていく 
超高齢社会に備えるには 
101歳1人暮らし。70歳代・80歳
代の子は町外に暮らす。 
「お父さんと暮らしたこの家が
終の棲家」近所や在宅サポー
ターが支えている 

80代妻を支える90代の夫。 
二人暮らし。だれにとっても他人事
ではない。娘さんも地域のボラン
ティアも夫妻を支えている。 



日本における介護者の就労状況 (2017) 

出典 :総務省「平成29年就業構造基本調査」 

有業介護者は約340万人。 
半数以上 の介護者が就労している 

全介護者（約630万人）のうち、女性は約400万人、
男性は約230万人。3人に1人は男性介護者。 
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年齢群別の介護者 
 

全介護者約630万人 
50代の有業介護者は100万人以上 

女性介護者約
400万人、70
歳以上多い 
 

男性介護者 
約230万人 
40代50代の
有業介護者
が多い 

出典 :総務省「平成29年就業構造基本調査」 
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非就業者のうち介護・看護を理由とした離職者の推移（男女別）   
年間10万人以上が離職、約8割が女性 
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出典: 内閣府 (2015)  男女共同参画白書 

2014 

女性12万人 

男性３万人 



毎日、通いの介護なので、1〜4
時間とかなりの時間がかかり、
自分の仕事、家事その他ができ
なくなり、とっても不自由を感
じる 
 
（80歳代実母を別居ケアしてい
る50代の娘ケアラー） 

2015ケアラー調査  
（日本ケアラー連盟）
http://carersjapan.com/images/acti
vities/reserch2015_pamph.pdf 
 

ストレスだらけだが自分がや
るしかない。きつい言葉を
言ってしまい、後悔すること
もある。腰痛の持病があるが
治療はしていない。 
 
（80歳代で認知症の実母（要
介護5）を1人で5年間ケアし
ている50歳代の息子ケア
ラー） 

http://carersjapan.com/images/activities/reserch2015_pamph.pdf
http://carersjapan.com/images/activities/reserch2015_pamph.pdf
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サービスを
利用しても、
多くのすべ
きことがある 

同僚からの
心理的なプ
レッシャー 

ケアラーの
ストレスと虐
待的行為 

「自分事」と
いう意識の

欠如 

働く介護者の先の見えない不安 

実際手が出ちゃうと
きあるんですよ。言
うこと聞かなかったり、
いらいらしてるときと
か。本当のことです
よ。だからその後す
ごい悔やんで（鈴木

氏） 

もう会社のやっぱ
り人間関係ですよ
ね。・・やっぱりそ
れはちょっと精神
的な圧迫になる
のはありますよね。

(鈴木氏) 

みんな自分の身
にかかってくるよっ
て、これからって。
ひとごとじゃない
んだからって。（鈴

木氏） 

やることがいっぱい
あって。 

デイサービス行って
るから、介護する人
が楽になると思った
ら大間違いだ。（鈴

木氏：仮名） 

(Yamaguchi et al 
2017) 
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厳しい日本的
職場環境 

リストラ対象と
なる恐怖 

上司からのプ
レッシャーと会
社に申し訳な
いという思い  

ケアラー自身
の健康の悪化 

働く介護者の先のみえない不安 

残業をそれまで結構し
てたんですね。 

やっぱり9時ぐらいまで
は働いてましたし。 

…土日出勤したりって

いうこともあったので
（古山氏：仮名） 

自分が体を壊し
ちゃったから、（や
めるのは）しょうが
ないですよね。 

 (石田氏)  

仕事量が残された
人に回ってきて、残
業が増えて。・・・ス
トレスためちゃって、
パワハラになっ

て・・・。（石田氏：仮
名） 

働ける時間が限ら
れている中で同じよ
うな結果を求められ
るっていうところは。 
・・・つらかったです。

(古山氏)  

(Yamaguchi et al 2017) 



高齢者虐待対応における困難事例：「８０５０問題」の事例 

80代認知症母を50代働く息子が介護 

  2人暮らし、かっとなる息子による暴言・暴力 

80代認知症母を50代働く息子が介護 

  2人暮らし、出張あり、不在時に転倒、太っているのに夜中に間食する母に暴力 

80代母をアルバイトで働く50代息子が介護 

  2人暮らし、息子に殴られても息子をかばう母 

80代母を無職の50代息子が介護 

  介護サービスを受け入れない、親の年金で生活 

80代認知症母を50代娘が介護 

  3世代同居、暴力をふるう、子育てとのダブルケア 
 

（地域包括支援センター職員への質問紙調査：ケアラーQOL研究会,2017年実施） 

 



『介護殺人 追いつめられた家族の告白』（2016）毎日新聞大阪社会部取材班 

地域 加害者 被害者・主な
病名など 

加害者
の不眠 

加害者のう
つ病の有無 

加害者の介護状況や動機（裁判所の認定による） 

2010 兵庫 息子
（51） 

母親
（85）・ 
不明 

ー － 職につかず介護に専念し、預金が底をつきそう
になって心中を考えた 

2013 神奈
川 

娘（78） 母親（98）・ 
不明 

〇 ● 母親の世話で不眠や食欲不振となり、うつ病を
発症した 

2010 神奈
川 

夫（85） 妻（72）・ 
認知症 

〇 ー 妻が夜中に徘徊を繰り返し、心身ともに疲弊し
た 

2012 大阪 妻（83） 夫（84）・ 
膀胱がん 

〇 ー 昼夜問わず2時間ごとのおむつ交換をして不眠
が続いた 

2012 奈良 母親
（85） 

娘（62）・ 
脳性まひ 

〇 ● 娘を40年間介護してきたが、体力の衰えや不眠
からうつ病を発症した 

2013 神奈
川 

孫（47） 祖父（96）・ 
不明 

ー ● 家族のなかで中心となって介護していたが、介
護疲れで抑うつ状態に 

 
2011 

神奈
川 

息子
（47） 

父親（78）・ 
認知症 

ー ー 介護で自分の仕事にも支障をきたすなどと考え
将来を悲観した 

15 
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多様なケア
ラーに気づ

く支援 

ケアラーを
孤立させ
ない支援 

ケアラーの
ウェルビー
イングに着
目した支援 

ケアラーの
人生に寄り
添う支援 

ケアラー支援の視点 
ケアラー支援とは？ 
 「ケアラー自身」を支援 
 よいケアを継続してもらうた

めではなく、その人らしい人
生を支えるための支援 

 「ケアラー」自身の権利を守る、
権利を保障するための支援 

 
ケアラー支援の視点とは？ 
 ケアラーという存在を可視化

する視点 
 ケアの必要な人もケアラーの

関係性を丁寧にみる視点 
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【2】我が国の介護者支援の制度化の不十分さ・曖昧さ・複雑さ 

介護者支援は制度・施策の中で十分なされていると判断していいのか？ 
予算は？計画の中での位置づけは？業務での位置づけは？ 
制度内で現在実施されている事業の支援目的、内容、頻度など、丁寧に評
価・分析する必要性 

家族介護者への支援＝介護保険制度のなかでは任意事業（義務ではない） 
家族介護継続支援事業：86.5％、認知症高齢者見守り事業：76.5％（厚生労働省2018a） 

「家族介護者の介護離職防止」に関する市町村の取組状況:83.5％は未実施 

 2017年5月介護保険等改正 
 地域包括ケアシステムの強化 
 第７期（H30－H32年度）市町村介護保険事業計画・都道府県介護保険支援事業計画の

基本指針案（社会保障審議会介護保険部会） 
 「介護に取り組む家族等への支援の充実」 
『介護施策に関する行政評価・監視―高齢者を介護する家族介護者の負担軽減対策を中
心としてー』（総務省行政評価局2018） 
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「ニッポン一億総活躍プラン」2016（H28）年6月閣議決定 

一億総活躍：第3の矢の目標としての介護離職ゼロの実現 
 

 介護する家族の不安や悩みに答える相談機能の強化・支援体制の
充実」のため 

    「地域包括支援センター強化」 「家族支援の普及」 
 介護を取り組む家族が介護休業・介護休暇を取得しやすい職場環

境の整備」のため 
   「介護休業制度の改正」 
   「介護休業の取得促進に関する周知啓もうの強化」 

育児・介護休業法2016年改正：介護休業給付分割、介護休業給付の
水準アップ（賃金の40%から67%に） 

介護離職ゼロ ポータルサイト（厚生労働省） 
 「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」 

厚生労働省 トモニン 地域包括ケアシステムの中での働くケアラー支援体制は？ 
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新オレンジプラン（認知症施策推進総合戦略） 
「介護者支援」 （７つの柱のひとつ） 

新オレンジプラン （厚生労働省） 

認知症サポータ― 
介護離職ゼロの取組としても、働きながら認知症の
人を介護する人への支援は重要  

http://www.caravanmate.com/ 

４．認知症の人の介護者への支援 
認知症の人の介護者への支援を行うことは、認知症の人の
生活の質の改善にも繋がるため、家族など介護者の精神的
身体的な負担の軽減や、生活と介護の両立を支援する取組
を推進。 

  
○認知症初期集中支援チーム等による早期診断・早期対応 
  認知症 カフェ（オレンジカフェ）等の設置の推進 
  
○介護ロボット等の開発の支援（介護者の身体的負担軽減のため） 
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介護離職防止のための地域モデルを踏まえた 
支援手法の整備について研究厚生労働省（2018a）事業 

 「市町村・地域包括支援センターによる家族介護者支援マニュアル
～介護者本人の人生の支援～」   

 今後の家族介護者支援施策が掲げるべき目標 

「家族介護と仕事や社会参加、自分の生活を両立する
こと」と、「心身の健康維持と生活の質の維持・充実（ひ
いては人生の質の維持・充実）」の両輪が共に円滑にま
わりながら、要介護者の介護の質・生活・人生の質もまた
同時に確保される「家族介護者支援」を推進すること 
（厚生労働省2018b, p8） 

 新規の取組をしなければならないということではなく、これまで市町村、地域
包括支援センターが取り組んできた地域支援事業の枠組みや成果を活かしな
がら、新たな視点を追加して、家族介護者に対する相談支援に取り組むこと（厚
生労働省2018b,ｐ8） 

家族介護者支援マニュ
アル （厚生労働省） 

これまでの延長上というよりも、大きな支援内容の変化。（支援環境整備も不可欠） 
「家族介護力としての介護者支援」から「介護者本人の人生の支援」へパラダイムシフト 



― 

図表 10 

２ 

家族介護者支援の総合的展開の４つの考え方 
考え方 

４ 介護離職防⽌への接近 
― 介護者本人の仕事の継続支援 

 
 

④ 施策の企画⽴案協議 家族介護者
の社会参加（仕事 その他）継続に
向けた協議の場づくり 

④-1 施策の企画⽴案協議のための資料作成、会議テーマの検討 
 
④-2 内外関係部署・機関・専門職による施策企画会議の開催 
 

④-3 施策会議の検討結果の実⾏ 
 
 
 
考え方 考え方 

１ 介護者アセスメントの導入 
― 介護者本人のクライエントとしての支援 

 
① 個別相談・支援 市町村や地域包
括支援センター、 介護支援専門員等
の専門職による 介護者アセスメントと
相談機能の強化 

介護者本人の人生の支援 
―家族介護者の総合的な支援の展開 
(1)  市区町村が進める取組 
(2)  地域包括支援センターが進める取組 
(3)  市区町村と地域包括支援センターの協働により進める取組 
※ 市区町村と地域包括支援センターが４つの手法を用いて 
一体的に総合的な家族介護者の支援を展開する 

３ 地域づくり・まちづくりの視点 
― 介護者本人を地域から孤⽴させない包摂支援 

 
③ 地域づくり 生活支援コーディネーター等による
介護者支援の 地域づくり 
ケアラーズ・カフェの取り組み 

 
①-1家族介護者に対するアセスメントや自己チェックの実施 

 
①-2早期発⾒のための地域の相談場所の開発 

 
①-3家族介護者自身の取組の支援 

 
①-4子育て、障害関係部署等、関係各課間による 

チームアプローチの構築 

考え方 
 

多様な専門職の支援ネットワークの形成 
要介護者本人と介護者本人へのチームアプローチ 

 
② 多機関・職種間ネットワーク 
⽀援が必要な介護者の早期発⾒ネットワーク構築 
地域包括⽀援センターによる地域を基盤とした本人・ 
介護者を⽀える⽀援チーム結成 

③-1 ⺠生委員や生活支援コーディネーター、⼀般住⺠等向け 
情報提供「早期気づきのためのポイント」作成配布 

 
③-2 地域住⺠、企業・事業所を対象とした「家族介護と仕事との 

両⽴・準備」に関する情報提供、啓発 
 
③-3 家族介護者の相談機会づくり 
 
③-4⾒守り・生活支援活動を通した家族介護者支援の向上 

 
②-1介護支援専門員の早期発⾒⼒の向上支援、発⾒後の継続した支援 

 
家族介護者支援マニュアルより（出典： 
厚生労働省 2018） 

 
②-2介護サービス事業所等の介護専門職の早期発⾒⼒の向上支援、発⾒後の継続した支援 
 
②-3仕事と介護の両⽴を支援する地域のネットワーク体制づくり 

 

介護者本人の 
人生の支援 

 
家族介護者への 

総合的な支援の展開 
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介護者支援の主役は介護者で介護者が「本人」。まずは、「本人というのは要
介護者のことである」という感覚を変えなければいけません。 

家族介護者支援の総合的展開の４つ考え方と手法（家族介護者支援マニュアル） 
 

１）介護者アセスメントの導入 
―家族本人のクライエントとしての支援（手法①個別相談・支援） 

２）多様な専門職の支援ネットワークの形成 
―要介護者本人と介護者本人へのチームアプローチ 
（手法②多機関・職種間ネットワーク） 

３）地域づくり・まちづくりの視点 
―介護者本人を地域から孤立させない包摂支援（手法③地域づくり） 

４）介護離職防止への接近 
―介護者本人の仕事の継続支援（手法④施策の企画・立案・協議） 



国 各国のケアラーに関する主な法律 

豪州 ケアラー認識法 （Carer Recognition Act）（2010） 
ケアラーを法律
で位置づけ 

英国 
2014年ケアに関する法（Care Act 2014） 
2014年子どもと家族に関する法（Children and Families Act 2014） 

ケアラーアセス
メントを受ける
権利 

米国 

米国RAISE家族介護者法（2018.1制定） 

the Recognize, Assist, Include, Support and 
Engage (RAISE) Family Caregivers Act 

戦略策定を義務
づけ 

台湾 2015長期介護サービス法（2017施行） 
家庭介護者支援
サービス 

韓国 2008老人長期療養保険制度（介護保険制度） 家族療養保護士 

【3】海外の多様なケアラー支援の実践 



 1995年介護する人の権利をうたった法律 

英国のケアラー支援 「介護者の権利」法律に 
 2014年介護法（ケアに関する法） 
 個々の介護者が自治体が必要に応じた支援を受

ける権利が明確に 
 ロンドン郊外サットン区にあるケアラーセンター 
 アン・ウィチカさん（54）一人っ子独人介護離職 
 6年間認知症の母を介護（昨年91歳看取り） 

「ケアラーセンターは私の生命線だった」 
 「介護法は画期的だが、支援は十分に行き届いてい

るとはいえない」（ケアラーズUK） 
 金融危機から続く緊縮財政で予算は削減傾向 
 老々介護 介護殺人 86歳夫が85歳認知症妻を 

読売新聞2018.1.23 
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英国 ケアラーセンター 
駆け込み寺で支援 
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英国のロンドン特別区のケアラーセンター 
チャリティ団体が自治体から委託されて運営、自治体と協働してケアラー支援 

Hillingdon Carers Centre
（2018.5訪問） 
 駅からすぐのアクセスの

よい場所 
 放課後と土曜日のヤング

ケアラー向けプログラム、 
 ケアラーカフェ、セラピー、

ヨガ、健康相談、ケアラー
アセスメント業務、情報提
供などさまざまなケア
ラー支援の実践 



参照：フランスCarer協会 2018IACO会議資料 

 
ケアラー対象 

ケアラーズカフェ 
 全仏で140か所 
 

トレーニング（研修） 
健康ワークショップ 

 

専門職対象 
専門職研修 
ツール、支援、助言 

 

フランス 
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本場フランスのケアラーズカフェ 

 

 Colombesのプログラム 

（出典：フランス介護者協会） 

フランス 

  



2007「我が国の長期介護10 か年計画」 

2015長期介護サービス法成立（2017施行） 
提供される介護サービスの種類   
 ①居宅型、②地域型、③施設宿泊型、 

 ④家庭介護者支援サービス、⑤その他 
 家庭介護者支援サービスの提供項目（第13条） 

(1)関連情報の提供及び仲介  
(2)介護知識及び技能訓練  
(3)一時休息サービス 
(4)情緒支援及びグループサービスの仲介  
(5)その他家庭介護者の能力及び生活の質
の向上に資するサービス  
20１7「我が国の長期介護10 か年計画」2.0 
介護支援センターの支援サービスプロセス 
 □センターのケアマネジャーからのアセスメント 

 □ケアプラン作成とケアサービスの提供 
 □定期的なケアプランの管理と再評価 28 

台湾のケアラー支援 
（岡村2015、郭慈安201８） 
 



一杯のコーヒーで、ともにケアを 
  
誰にでも、一杯のコーヒーで一息つく時間は
必要なこと 
  
でも、とても具合の悪い家族がいる時には、 
一杯のコーヒーがケアラーにとってはとても
ぜいたくなごほうび。 
  
私たちは、一杯のコーヒーを差し出すことで、
ケアラーにほっとする気持ちを分かち合えれ
ばいいなぁと思います。 
  
ケアラーの皆さん、どうぞ「ケアラーズカ
フェ」に来てください。 
フリーのコーヒーを飲んで、 
  
違う場所でちょっと休んで、 
重たい気持ちから、また新しくされてスタート
しましょう！ 

（訳：福井貴絵子） 

 
レスパイト・コーヒー 

Respite coffee 
台湾家族介護者協会 
 

台湾 

参照：台湾家族介護者協会 
2018IACO会議資料 
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ヤングケアラーへの支援 

 ヤングケアラーの実践に関する
ニュースレターをWEBで発信 

 ヤングケアラーに関するWEBニュースレター表紙 
（出典：Carersニュージーランド） 

ニュージーランド 

 ヤングケアラーの冊子 
http://carers.net.nz/information/are-you-a-young-
carer/ 



• （ケアの必要な）親族の状況  
• 日々の活動への対処（コーピング） 
• サービスや支援のニーズ 
• 個人としてのウェルビーイング 
 自由時間が減りましたか？ 
 夜寝れなくなってきましたか？ 
 あなた自身の健康を害していませんか？ 
 あなた自身に必要なことや願いを後回しにしていませんか？ 
 友人の輪が小さくなってきましたか？ 
 前述したことが負担になってきたとあなたは気づいていますか？ 

(フィンランド家族親族支援協会英文資料より) 

フィンランド：ケアラーのためのハンドブックの中のセルフアセスメント 
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フィンランド 



 人生100年時代における地域包括ケアの推進のうえで、家族介護を前提
にしており、家族へのサービスが十分に位置付けられていない。 

家族介護は当たり前という見方が根強く残っている。介護離職ゼロや
認知症ケアの効果的な取り組みには、「ケアラー支援」という実践が
付随した実践ではなく、高齢者本人へのケアと両輪となる実践であ
るという認識をしっかり持つことが必要 

 地域包括ケアの中に「ケアラー支援」の視点が十分認識されていない。 
今後、より効果的な地域包括ケア体制を構築するには、「ケアラー支
援」（一人の「ケアラー」本人の人生を支えるという見方で、ケアラー
を尊重する支援を行うこと）の視点を社会全体の共通認識とするこ
とが不可欠 

 「介護者版ケアマネジメント体制」の確立の必要性 
 ケアラー支援法・条例・国家戦略の必要性（支援体制を構築する） 
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【４】ケアラー支援の視点からみた地域包括ケアの課題 



介護者支援の新時代に求められるこれからの在宅介護サービスとは？ 
 

 ケアラーのウェルビーング、人生に寄り添う 
 ケアラーフレンドリーなコミュニティをめざして 
 在宅介護サービスはケアラーのパートナーであり支援者でもある 
 

• 在宅介護サービス従事者が、多様なケアラーの存在に気づき、
一人ひとりにあった支援をする（見て見ぬふりをしない支援・体制） 

• 独居高齢者への介護サービスと別居のケアラーへの支援をセットで 
• ケアラーの精神疾患も同時に大事な課題（介護自殺をさせない社会に） 

• 24時間在宅ケア：スタッフがよいケアができる基盤と仕組みが不可欠 
• 在宅介護サービスの地域格差、利用者の所得格差の問題… 
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【５】まとめ：これからの在宅介護サービスの在り方 
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