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アメリカの高齢者施策と高齢者ソーシャルワークの現状

The American Elderly and Social Work
－Trend and Issues－

天野　マキ
Maki AMANO

はじめに
アメリカの高齢者問題も、日本とは違った意味で深刻である。ボストン大学大学院のスタッフの

中でも、とりわけ忙しいのが、Geriatric Social Workの専門家であり、その研究室である。社会人

に開講された特別講座は、瞬く間に、定員をオーバーしてしまうし、度々開催される市民を対象と

したシンポジウムやパネルディスカッションは、いつも、満席である。この国では、社会保険や健

康保険に加入していない人々も多いので、その人々のMedicareの経費も軽視できない金額になるよ

うである。中流階層の人々の健康に関する関心は高く、健康管理が出来るか否かが、社会的ステイ

タスにも関係するようである。

高い自立度を要請されるこの国では、各自が自己コントロールをしなければならない。

アルコール、麻薬、タバコ等については、特に、自己規制が厳しく問われている。

麻薬とアルコールが同じ次元で論じられ、ある種の麻薬より、アルコールの弊害の方が多いという

データを示されたときには、改めて深刻に受け止めた。健康な老後を送るための努力は、日本以上

であることを、日々思い知らされている。ただ、健康についても、貧富の差が大きく、有色の人々

の住む貧困地域に、極端に肥満の人々が多いことは否定できない。この人々は、ファースト・フー

ドを食べたり、油や糖分や塩分の極端に多い非健康食品を食べたりして、空腹を満たさざるを得な

いからであろう。この人々には、健康な老後を保障されないであろうと考えさせられてしまう。日

本人の平均余命は、目下、世界一であるとされているが、有色の貧困者や移民を除けば、アメリカ

人の平均余命は、世界一かもしれないとあらためて考えたりしている。実際、教職員スタッフや白

人家族の知人の両親が90歳以上という人々もざらにあり、その90歳以上の親が元気で自立している

ということに驚かされる。自立できない長寿者の数は、日本の方が多いかもしれないというのが、目

下検証を急ぎたい仮説の一つでもある。この国は、プラグマティズムの国であり、あらためて、そ

のことを実感させられる毎日であるが、高齢者諸施策についても、きわめて、プラグマティックで
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ある。特に、アメリカのソーシャルワークは、事実、プラグマティズムそのものであることを、あ

らためて、実感させられている。アメリカの高齢者のためのソーシャルワークは、きわめて具体的

で、それぞれの施策や施設の利用者に応じて、対応策が創造され、組み立てられている。いくつか

の施設の方法を集めて、討議し、その長所だけを吸収するが、決して、同じような施策になること

はあり得ない。それぞれの特性は、その利用者によって規定されているので、利用者ぬきに変形す

ることは許されないようでもある。種々の方法をもちよって、確認し、議論を重ねて改良すること

を意図するが、決して妥協はしない。そのため、膨大な議論がくりかえされている。

ボストン大学大学院助教授のドクター・スコットは、ボストン大学大学院にGeriatric Social

Work 研究所を創設するために、Atlantic Philanthropies から$4.4millionのグラントを5年間にわたっ

て受け取ることになり、目下、そのプロジェクトが進行中である。すでに、研究所は創設され、こ

の研究所は、変化し拡大するアメリカ高齢者人口のニーズに対応するために、熟練したソーシャル

ワーカーの労働力を拡大したり、改良したりするためのリーダー的拠点となることを目指している。

その研究所のプロジェクトの一環として、数多くのアメリカ全土の施設職員が関わり、大規模な調

査が進行している。

そのプロジェクトのプロセスに参加するチャンスを得たりしながら、あらためて、この国の高齢者

の現状を確認し、施策の動向をさぐりつつある。以下は、その研究のプロセスの一端である。

１．アメリカ高齢者施策の前提

１－１　アメリカのソーシャルワークの概念

アメリカの高齢者施策について確認する前に、高齢者施策の一端を担う、この国のソーシャルワー

クの概念について、少し、整理をしておきたい。以下に、Ｈ．Wayne Johnson の論文の概要を紹

介しながら、アメリカにおける社会福祉、ソーシャルワークの概念等について確認する。

「社会福祉(Social Welfare)、社会事業(Social Work)、社会サービス(Social Service)の3つの用語は、

常に、議論の的になっている。社会福祉に関する数しれない定義が著書の中に発見されるが、それ

らは、本質的には、お互いに、それほど、極端に異なっているわけではない。私たちの目的にとっ

て、社会福祉(Social Welfare)は、人類の福祉を維持したり、改良することを目指したりする、社会

的に組織された活動であるにはちがいない。この非常に広い概念は、社会事業(Social Work)を含むが

それに限定されない数多くの専門職を包括している。他の専門職の中には、その一例をあげれば、保

健、教育、レクリェーション、保安等にかかわる専門職が含まれる。社会福祉は、公私のセクター

を包含し、あらゆる階層を対象にする。この活動が組織されたからには、社会福祉は、公的に組織

されたものと、私的に組織されたものの両者を意味するものであることに注目しなければならない。
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とはいえ、アメリカにおいて、私たちは、都市においてよりも、農村において、公的に組織された

社会福祉の活動を少なく見かける傾向が強い。

社会福祉の定義において、人類の福祉が最終目的であることは明らかである。この高い相対的な目

標については、社会的機能を維持したり改良したりすることを目指す活動に関わる実態の中で、常

に、確認されなければならない。度々、人は、社会的機能を維持するために、決断しなければなら

ない。

たとえば、死に直面しつつある人は、おそらく、全快の余地は残されていないかもしれないが、そ

れでも、尊厳をもった死についての関心は、ますます高まらなければならない。

いいかえれば、多くの場合、人々を支えようとする感性の中で、人々に援助的であることができる

し、その人々の福祉を拡大することができるであろう。

二番目の用語である社会事業は、社会福祉と同様に、多くの定義が存在する。ボウエム（Boehm）

は、かつて、1950年代に、以下のような定義づけをしていた。

“社会事業は、個人の社会的機能を個別的に、あるいは、グループ内において拡大することを意図し

ている。それは、人とその環境の間に相互関係をつくる社会的関係に焦点をあてた活動を通して実

現される。”

20年後、ベア（Bair）とフェデリコ（Federico）は、以下のように、社会事業を定義した。

“社会事業は、人々と社会的施策の間の相互関係に関わり、相互関係を包括する。その社会的施策と

は、人々が人生設計を完成する能力を支援し、その願望を理解し、困難を軽減することを意図する

ものでなければならない。”１」

今日、社会事業の国際的定義が以下のように変わりつつあることは、周知の通りである。

「ソーシャルワークプロフェッションは、福祉（well－being）向上のために、社会変革

（Social change）、人間関係における問題解決（Social solving in human relationships）、人々の自立能

力強化（empowerment）と開放（liberationを進めるものである。ソーシャルワークは人間行動

（human behavior）と社会制度（Social systems）についての理論を用い、人々が環境とかかわる

（interact）その接点に「介入」（intervene）する。人権と社会正義の原理はソーシャルワークにとっ

てもっとも基本的（fundamental）なものである。２」
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１－２　アメリカのソーシャルワークと社会学

上記に、アメリカの社会福祉およびソーシャルワークの概念に関する見解の一事例を紹介したが、

次に、度々、日本でも、問題提起のなされてきた、社会学との関係について、その知見の一端を確

認しておきたい。以下は、前掲著者の見解である。

「カレッジや総合大学における社会事業のコース等は、社会学部に開設されていることが多いが、社

会学と社会事業との関係については、理由をめぐって、疑問が提起されていることも否定できない。

社会学は、基本的に、科学的知見をもった学問的な原理であり、社会科学であるが、社会事業は、専

門職的実践である。社会学は、人類に関する理論的に基礎のある、調査志向的研究であるのに対し

て、社会事業は、応用科学であり、社会的技術であり、他の学問と同様に、社会学的知識の応用で

ある。バーガー（Berger）は、以下のように説明している。すなわち、“社会事業は、社会における

ある種の実践である。社会学は、実践ではないが、理解することの試みである。”

粗っぽい類推は、その論点を明確にすることに役立つかもしれない。社会学は、社会事業にとって、

ほぼ、生物学が医学に対するところの関係に該当するかもしれない。

生物学と社会学は、知識の母体であるのにたいして、他の二つは、専門職的サービスや実践である。

もちろん、医師は、生物学をより充分に研究しなければならないし、当然、社会事業のコースを専

攻する人々は、社会学を研究し、それを越えるものでなければならない。知識基盤の他の重要な学

問領域は、心理学、人間発達論、政治科学、経済学である。

社会学と社会事業の相違点の一つは、価値意識をもって実践されなければならないことである。一

部の科学者のように、社会学者は、真理の追究に関わり、知識への貢献とは別に、価値中立的存在

であり、実践であることに専念する（それは、偶発的には、そうすること自体の中に価値が存在す

ることになるのであるが）。ソーシャルワーカーは、異なった価値基準に基づいて活動しており、一

つは、ユダヤキリスト教的遺産を反映するものであり、もう一つは、アメリカ及び西欧諸国の人道

主義と民主主義的影響を反映するものである３」

１－３　アメリカの社会変動とソーシャルワーク

以下では、アメリカ高齢者施策および高齢者ソーシャルワークの、もう一つの前提として、社会変

動と社会事業との関係を確認しておきたい。以下でも前掲著書の知見を紹介しながら、ここ10年来

の社会変動と社会事業の関係を確認する。

「社会変動は、20世紀の後半における中心的課題であった。そして、現在、なおその巨大な課題であ

りつづけている。変動は、多様な側面から、多様な構造をもって誘発されてきた。おそらく、最も

顕著な変動は、情報やコンピーター革命によって表象される技術化であり、数多くの発展形態の一
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環として注目される。しかし、変動は、ポストインダストリー時代と呼ばれてきた技術化に限定さ

れるものではない。家族制度というような社会的しくみの中で起こりつつある改変は著しく、この

ような現象のほんの数例を挙げただけでも、同棲、離婚、シングルペアレント、女性の勤労者化、早

期離職等の比率の上昇傾向等を日々体験しつつある。さらに、歴史的には新しくないが、子どもの

権利や女性の権利運動のような展開があらたな契機や意味を持ちはじめている。かなり昔、社会学

者ウィリアム・オグバーン（William Ogburn）は、種々の文化的要因が、同じ比率で変化しない社

会において、カルチュア・ラッグと呼ばれるような領域が発生しがちであると語った。実体のない

その構成要素は、度々、発展のかげにかくれて目立たない。古典的な事例では、平和維持や国際関

係の平和的システムが非常に進んでいる社会において、精巧な戦争福祉のシステムが残っているこ

となどが挙げられよう（ 少なくとも、そのように考えられる）。カルチュア・ラッグの概念は、そ

れがソーシャルワークに関係する社会変動を考えるとき一つの有効な概念となる。その理由の一つ

は、ソーシャルワーク自体が、対応しようと試みる問題や条件にあわせて常に変化しつつあるから

である。

援助関係技術のいくつかの側面は、他の領域が相対的に原始的であるのに対して進歩的である。た

とえば、技術的に、医学は、高度に発達した精巧な領域であるが、それでも、精神疾患や、医師の

治療に対する支払い方法等について、未知の部分が多い。

どんな状況においても、価値葛藤が存在するということは、驚くに値しない。

社会的サービス以上に複雑な援助のからみあっている領域は他にないであろう。４」

社会的サービスについての解釈が、これに続くが省略する。以下は、ソーシャルワークと社会変動

に関する考察である。

「ソーシャルワークは、人々が変動に対処することを支援することと概念づけられよう。

この観点の利点は、だれかが、変動に影響されたり、変動の完全な一部分になったりしているとい

うことを前提としていることである。さらに、多くの社会問題は、変動に起因し、そのような問題

を抱えるのが人間であるから、私たちのだれかが、社会的サービスの潜在的利用者であるかもしれ

ないという考え方がより受け入れられやすくなるのであろう。

したがって、私たちのだれかは、ソーシャルワーカーを必要とする機会をもつかもしれないが、そ

れは、トラックの悪い側からきた人々、つまり、貧民に限らず、特殊な年齢や人種や他のグループ

の人々であるかもしれない。ソーシャルワークのこのような概念は私たちの考え方の中に、より多

くの謙譲さや現実主義をもたらすかもしれない、というのは、実際に、障害は、私たちのだれかに

発生し得ることであるから。拡大しつつある変動があると同時に、また、一方では、安定に向かう

同時的勢力も存在する。

明日は、決して、正確には、昨日のようではないし、だからといって、全く、異なっているもので
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もない。そのような連続は、多くの予測を可能にするが、変動の蓋然性は、種々の専門性や配慮が、

常にその予告を前提にしなければならないということを要求する。

私たちは、ソーシャルワークが相対的に若い領域（専門職化が進行しているが）であり、社会変動

を担う一部分や大群として成熟しつつある領域である点に、多方面から注目したい。５」

２．高齢者施策の概況とアメリカのソーシャルワーク

２－１　アメリカの高齢者人口の変容

以下に、まず、Emma Jean Williamsの見解によるアメリカの高齢者の動向を紹介したい。ちなみに、

上記の見解は、1990年に出版された論文による。ただし、アメリカの高齢者人口の現状は、1990年

代を継承しているので、プロセスとして確認したい。

「アメリカにおける65才以上の人々は、20世紀に入って以来拡大してきた。AARP（the American

Association of Retired Persons）とAoA（the Administration on Aging）によって編集された調査によ

れば、1986年には、この人口は、29.2 million、人口の12.1%を占めていた。1900年から1986年まで

に、その比率は3倍に拡大した。最も、急速な拡大は、75歳以上のグループである。推定では、1930

年代の大恐慌時における出生率の低下に負う

1990年代の人口高齢化のスローダウンはみられるが、おおむね、増加をつづけるであろう。

ベビーブーム世代が65才に到達する2010年から2030年の間には、高齢化率は、加速して進行するで

あろう。高齢者人口の同じような増加は、国際的な課題でもある。1950年に、アメリカでは、世界

中の60歳以上の人口が、ほぼ、200 millionであると概算していた。

1980年には、世界における60歳あるいはそれ以上の人口は、376 million 以上であり、171 millionが先

進国、205 millionが発展途上国の高齢者人口であった。60才以上の世界の人口は、アメリカにおけ

ると同様の傾向で増加することが予測できよう。高齢人口の増加は、将来の社会的、医療的プログ

ラム計画に重要な意味をもっている。65歳以上の高齢者人口が増加するという事実は、慢性的に衰

弱していく高齢者の増加を示唆しているし、ひいては、介護要求の拡大を意味することになるので

あろう。６」

２－２　アメリカ高齢者人口の現状

以下は、アリゾナ大学の教員スタッフによって2002年に編集され、2003年のセミナーで使われてい

る教科書「Social Work」における高齢者の現状である。
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「アメリカ統計局によれば、高齢者は、65歳およびそれ以上の人々である。

彼らは、the young-old（65歳から74歳）、the old-old（75歳から84歳）、the oldest-old（85歳とそれ以

上）の3つのグループに分類される。アメリカ人の8人に一人、人口の12.4%が高齢者である。この

高齢者人口の内訳は、21millionが女性で、14millionが男性である（U.S.Bureau of the Census, 2002）。

21世紀を通して、高齢者人口の割合は、徹底的に増加しつつある。この増大には3つの基本的な理

由がある。先ず第一番目は、出生率の低下である。第二番目は、2010年から2030年までの間のベビ

ーブーム世代が65歳以上にさしかかりつつあることであろう。2020年までに、人口の20%、アメリ

カ人の 5人に一人は、高齢者になり、2050年までには、人口の 25%が高齢者になるであろう

（U.S.Bureau of the Census,1996,1999）。1946年から1964年の間に生まれたアメリカのベーブーマーた

ちは、アメリカの人口の中の最も大きな年齢コーホートを造りあげている。彼らの加齢は、社会保

障のような権利保障プログラムの拡大と同様に、高齢者のための健康、レクリェーション、住宅、栄

養等の広いサービスの拡充を要求するにちがいない。

今日、生まれる子どもは、1900年に生まれた子どもの、平均余命47歳に比して、75歳以上の平均余

命を期待される（U.S.Bureau of the Census, 2002）。

平均余命は、2010年には、79歳に延長するであろうと推測されている。

虚弱高齢者と呼ばれるthe oldest-oldは、21世紀中には、人口の中に、急速に拡大するであろうと予測

されている。1998年には、85歳以上の高齢者が4million以上存在したが、2050年には、30millionを

超えるであろう（U.S.Bureau of the Census, 1999）。

85歳以上のコーホートの大多数は女性であろう。21世紀における超高齢者の健康な加齢は心臓のバ

イパス手術、腰椎の手術、白内障の手術等、医療技術の前進や、喫煙の減少、栄養の改善、良質の

医薬品の開発等に負うところ大である。７」

２－３　アメリカの高齢化と社会運動及び施策の動向

「老年学の研究は、加齢のプロセスの本質に関係して学際的な因果関係がある。それは、相対的に、

若い領域であり、高齢者の数が増加しつつあるから、私たちは、総合的に加齢のプロセスを学習し

つつあるといえる。人々は、常に、長寿に興味や好奇心を抱いてきた。

たとえば、ある人々は、他の人々より、なぜ、長い生活スパンをもっているのかと問い、若者の泉

を捜し求めたり、長生きの秘訣を探ろうとしたりする。

しかしながら、過去30年に、アメリカは、高齢者の深刻な増大に直面し、老年の領域をソーシャル

ワークも含む巨大な技術に関係する領域として確認してきた。

老年学会（Gerontology Society）は、1945年に創設され、加齢の領域への注目を促し、研究活動を

ともなう専門職の会議を組織した。それは2つの大きな定期刊行物を発行した。

一つは、Gerontologist もう一つは the Journal of Gerontologyであった。
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1960年には、The National Council on Agingが設立され、中核的全国資源になった。この機能の一つ

は、高齢者とともに活動することへの関心を開発したり、高齢者の絶えず変化するニーズに適合す

るよう工夫したりするために、他の組織と連携し、あるいは他の組織を通して活動を共有する国家

的資源の中核となった。1961年には、加齢に関する第一回目のホワイトハウス・カンファレンスが、

ワシントンD.Cで開催された。これは国家政策の一部として、高齢人口への連邦政府の関心を高め

る目的をもっていた。

このカンファレンスの成果の一端は、国家が、この国の10分の一の人口を、もはや、無視出来なく

なったということである。1971年に開催された第二回目の加齢に関するホワイトハウス・カンファ

レンスの政策提言のいくつかは、連邦制度の中に、その成果の痕跡を認められている。高齢者は、権

力をもつまでには至らないが、確実に、数において、もはや、無視できない、目に見える勢力とし

て拡大しはじめた。サービスの計画や条件が強調されるようになった。高齢者が自立して生活でき

るための支援を提供することによって、彼らが、自宅で生活を続けることができる資源の開発に注

目が集まるようになった。

そうした注目の結果として、高齢者は、自らの問題の原因を解明し、彼らに降りかかる衝撃を明確

にするためのグループを組織し始めた。高齢者たちの中に拡大しつつある数による力を持っている

という確認が、ますます、増大していった。もし、彼らが､多くの高齢者に共通する見解を共有する

ようになれば、彼らは、その数をたよりに、公的政策を獲得するための大きな声を出せることにな

るであろう。

その高齢者の基本的な国民的組織が以下のように成立した。

・アメリカ退職者協会（American Association of Retired Person）

・全国退職教員協会（National Retired Teacher Association）

・グレイ・パンサー（Grey Panther）

・連邦退職職員全国協会（National Association of Retired Federal Employee）

・黒人高齢者全国集会（National Caucus on the Black Aged）

・高齢市民全国会議（National Council of Senior Citizens）

高齢者に影響力をもつ、二つの重要な公的制度がある。その一つは、1935年に制定され、その後、数

知れず改変を重ねた社会保障法（the Social Security Act）であり、もう一つは、1965年に制定された

アメリカ高齢者法（the Old American Act）である。これも、また、その後の国会で、改変を重ねら

れてきた。

高齢者年金（Old－age pensions）は、1915年の初めに、州によって規定されていた。それは、ミ

ーンズーテストが原則になっており、適切な所得が提供されなかったし､28州のみが、その年金を提

供していた。社会保障法は、深刻な恐慌の真只中に通過し、続く10年間の高齢者に対する国家的政

策と制度の限界を規定したものであった。それ以後、1965年にアメリカ高齢者法が通過するまで、高

齢者に影響を与える大きな制度の変革は行われなかった。この法制下で、中央管理機関、つまり、高
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齢者に関する行政システム（the Administration Aging＝AOA）が制度化され、地方行政機関や非営

利団体がプログラム間の連携をとったり計画を協働したりしやすいように配慮した援助のための基

金を州政府に設置した。高齢者と共に活動する人材養成や､モデル・プロジェクトの強化が実施され

た。

1973年における改変は、特別な栄養評価を含む規定を拡大し､それは、集団的食料プログラムとして

知られるようになった（以上は、前掲‘The Social Services  by H.Wayne Johnson’1990,の論文の概

要である）。８」

ちなみに、1961年のホワイトハウス・カンファレンスでは、1963年のJohn F. Kennedyスピーチ

を誘発することになった。‘Elderly Citizens of Our Nation’と題するこのスピーチの中で、ケネディ

大統領は、高齢者に給付する住宅、雇用、健康政策等を推奨した。1961年ホワイトハウス・カンフ

ァレンスと1963年ケネディ・スピーチが、その後の種々の重要な法令の決定に関わったことは、先

にも紹介した通りである。

1971年に開催された第２回加齢に関するホワイトハウス・カンファレンスでは、高齢者がより多く

報酬を得る方法を確認した。会議の参加者たちは、高齢者が充分な所得、適切な生活環境と共に自

立と尊厳を得るべきであると結論した。カンファレンスの推奨に基づいて、連邦住宅都市開発局

（the Federal Department of Housing and Urban Development =HUD）は、高齢者により良い住宅を提

供するために活動することになった。一つのHUD計画は、固定所得のある高齢者に一定家賃のアパ

ートメントをビルディングの中に提供した。これらのアパートの複合体は、連邦政府が援助してい

る住宅より、上品で、安全で、より魅力的であった。1974年には、補助的所得保障（Supplemental

Security Income=SSI）が連邦政府によって提供される公的扶助パケッジに追加された。SSIは貧困

高齢者に所得を提供した。1980年代を通して、退職者年金のアメリカ協会（Association of Retired

Pensions=AARP）の活動が目立つようになり、高齢者のための活動や高齢者自らによる所得維持・

増加のためのロビー活動も盛んになった。AARPは、アメリカの高齢者が自立と尊厳をもち、目的あ

る生活ができるよう支援することに専念する非営利、無党派の組織である。30millionの会員を持つ

この組織は、高齢者市民の最も強力な組織である。AARPのQOLの見解や金銭給付に関する見識は、

貧困高齢者や疾病高齢者等に対する社会の認識が変化することを助成した。また、AARPの活動は、

高齢者の社会貢献を強調することによって、高齢者の生産活動についての知見を拡大し続けた。

ジェロントロジカル・ソーシヤルワークは、1980年代にその実践領域を確立した。基礎調査に基づ

いた情報に関するソーシャルワーカーの要望が、1980年の‘the Journal of Gerontological Social

Work’の創刊を誘発した。1989年までに、修士プログラムをもった社会事業大学院のほぼ半数がジ

ェロントロジカル・ソーシヤルワークに集中しはじめ、専門化に力を入れはじめた。不幸にも、同

時代を通して、高齢者に対する社会的サービスに関する連邦予算は体系的に縮小され、高齢者差別、

高齢者虐待、寝たきり介護のような否定的マイナス思考や高齢者に対する否定的ステレオタイプと
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戦う必要等を強調することによって、社会保障へのカットを提案した。1981年の第3回加齢に関す

るホワイトハウス・カンファレンスでは、これらの種々の批判的見解を呼びかけるように見受けら

れた。

このカンファレンスは、不成功であったと評価されている。1995年、第4回加齢に関するホワイト

ハウス・カンファレンスでは、その高い期待にもかかわらず、国会に対しては、“社会保障と高齢者医

療保障を守れ”というたった一つの大きな成果を得にすぎなかった（Elder Law Issues, 1995）。９」

２－４　老化と高齢者差別に関する神話

アメリカの1980年代に問題になり、第3回「加齢に関するホワイトハウス・カンファレンス」でも

取り上げられ、高齢者に対する社会保障制度の縮小を誘発することに関係した高齢者差別に関する

考え方について以下に確認しておきたい。1969年に、ロバート・バトラー（Robert Butler）は、高

齢者への偏見に関連する‘ageism’という用語を用いた。

彼は、以下のような見解を明らかにした。

「われわれは、スタレオタイプ的基盤に基づいて差別する傾向があり、われわれが信ずるイメージが、

あるグループのメンバーを表象する。人々を類型化することによって、グループの中の個別的相違

について考えることを避ける。若者たちが信じがちであり、差別をもたらしがちである多くの神話

が存在する 10」

さらに、バトラーは、老人に関係するステレオタイプ的偏見を以下のように要約した。

「老人はゆっくり考えゆっくり動く。彼は、概して創造的ではないし創造的には活動しない。かれは、

自分に限界をもうけ、変化もしなければ成長もしない｡彼は、よく学習することができないし、素早

く学ぶこともできない、また、たとえ、それが出来たとしても、かれは、そうすることを望まない。

かれは、その生い立ちや保守的傾向に捕らえられていて、改革を好まないし、新しい発想に適応し

ない。彼は､前の方に動くことができないし、たびたび、後ろ向きに動く。彼は､自己中心的傾向を

拡大し、彼の生活環境に、与えることを望むより、多くを受け取ることを要求しながら第２の幼児

期に入る。かれは、時々､頑なになり、その終生の人格の風刺的存在になる。彼は､短気で意地悪に

なり、それでも、浅薄で弱弱しい。彼は過去に生き､時の流れの後ろ側に存在する。彼は､目的もな

く、心の中でさまよいながら、追憶にふけり饒舌である。実際、彼は衰退するものの研究対象であ

り、精神的身体的失敗の肖像である。彼は、その友だち、配偶者、仕事、地位、権力、影響力、所

得を失い、それに代わるものを手にいれることができない。彼は、度々、彼の活動や食べる楽しみ、

健康の喜びを限定する病気に傷つく。彼は、その望みや、セックスの能力を失う。彼の体はしぼみ､

彼の脳の中は度々､出血する。彼の精神は、酸素や糖分を、以前と同じようには、代謝できない。弱
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弱しく、興味もなく、彼は、彼の死を待ち、社会やその家族や彼自身の負担になっていく 11」

バトラーの見解をうけて、Emma Jean Williamは、以下のように述べている。

「高齢者についてのこれらの神話や社会的状況の多くは、誤った概念化に基づいている。普通の人々

の中に見られるように、多くの相違点が高齢者にも存在するという事実は無視されがちである。加

齢の理論は変化している。高齢者は、一般的には、肯定的に見られるが､受身で非活動的であるとみ

られがちであり、それが、加齢のプロセスの否定的見解を生み出している。彼らは、座っている生

活をこのみ、地域の中にも、他の人々の中に入りこもうとしないかに見える。高齢者が、自ら好ん

で引きこもり、もはや、活動することを望まないというような老化の離脱理論が、ある時期の一般

的信念になってきた。これは、肯定するのに大変都合の良い理論である。なぜなら、もし、高齢者

が好んで、引きこもるのであれば、彼らに関わるべきではないし､結局、彼らは関わりたがらないの

であるからというような理由づけを提供する。高齢者は、一人でとり残されることを好む。老化に

関するより新しい理論は、活動的理論とよばれ、違った方法による老化のプロセスを検討する。

この理論は、離脱の反対概念であり、高齢者は、彼ら生活の中で､もう少し若い年代に活動したと同

様に活動に関わり続けるものだということを主張する。いづれにしても、同じ理論のもとに、高齢

者をすべて、一まとめにして論じることは、誤りである。

高齢者は、種々のクライエントのグループからなり立っている上に、人口の中でも、最も多く､異質

の年齢グループをもって構成されている。性､人種､宗教、民族､言語､健康状態､社会組織､経済的状

況他、相対的年齢についてさえ相違が存在するが、それらは、お互いから高齢者を区別する多くの

要因のほんの一部にすぎない。実際、加齢の年齢は、彼や彼女が生きた多くの年月以上のことにつ

いては語らないし、また、人が、未亡人になったり、身体障害者になったり、施設に入所したり、死

亡したりというようなある状態におちいったり、事故に出会うかも知れないという蓋然性について

も語らない。

高齢者は、セックスについての興味も可能性もないという仮説が作られてきた。これは、10年ほど

の間に消されつつある神話である。高齢者は、彼らの健康や環境が許す限り、性的に活動能力を残

している。これは、常に､性行為を意味するものではないが、性についての、より広い定義が存在す

る。高齢者は、愛撫と同様に、触れることに反応し続けるし、これらの感情を交換する必要性があ

る。社会が性について、後期成人年齢層にも継続するものであるということを理解しなかったため

に、このような要求に答えるための対応が遅れがちになってきた。12」
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３．アメリカ高齢者法の概要とソーシャルワーク

３－１　アメリカ高齢者法の成立と法成立時の施策の概況

アメリカ高齢者法の成立を通して、サービスの多様化や範囲の拡大が、高齢者のニーズに合うよう

に改変された。高齢者が出来うる限り自立して、彼らの自宅で生活出来るようなサービスを提供す

ることを強調され、以下のような施策が展開された。

１）退職カウンセリング

定年退職は、情緒的に財政的衝撃をもたらす。定年退職カウンセリングは、雇用者を通して提供さ

れ、財政計画をもってなされる場合もある。コミュニティカレッジや社会的サービス機関のような

教育組織もあり、定年退職の準備のために提供されるタイプのカウンセリングも存在する。ソーシ

ャルワークは、その方法論や価値体系によって、特に、定年退職前カウンセリングを提供するのに

適している。

2） 定年退職後の所得

社会保障法の制定以前、多くの人々は、その生涯を通して働いた。人口の大多数にとっては、経済

的に働く必然性が存在した。社会保障法は、大恐慌に対応するため制度化され、膨大な失業者に雇

用市場を開放する方法でもあった。もし、高齢者が退職することが出来れば､労働市場の中に、より

若い人々の働ける場所をつくることが可能であろう。

その時点まで、アメリカでは、定年退職や定年退職というような特殊な問題を誘発する経験に直面

したことがなかった。社会保障法が考えられたとき、この資源からの給付は、他の定年退職プログ

ラムの補足的なものであろうと信じられていた。

しかしながら、これは、真実ではなく、多くの高齢者にとって、たった一つの、基本的な所得の資

源であった。定年退職の時点で、個人は、はっきりと、かなり減少した所得で生活しなければなら

なくなることを学ばなければならない。

多くの人々が、定年退職によって、それまでの二分の一まで､所得が減少したという指摘もある。

1986年には、ほぼ3.5millionの高齢者が貧困レベル以下になった。一方、2.3millionの高齢者は、や

や貧困と分類された。最も経済的打撃をこうむったのは、35%を占める黒人人口、26%を占めるヒス

パニック、14%のアジア太平洋地域からの人々と貧困レベル以下で生活する白人高齢者たちであった。

マイノリティの人々は、マイノリティであることと、高齢者であることの二つの不利益にさらされ

ているという点が指摘されていた。

人々は、退職した後も、その前と同じ種類のニーズを持つことはありえないし、したがって、彼ら

の所得は、彼らが雇用されていたときより低くなってしかるべきであるという信仰が存在する。あ
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る人々にとって、高齢時の貧困は、その生活のすべてが彼らの悩みになる生存条件の劣悪化である。

また、ある人々にとっては、それは、新たな予期しない恐るべき体験であった。雇用に結びついて

いた出費が失われるかもしれないし、一方では、インフレーションが固定資産をもった人々に深刻

な打撃を与えた。それは、食物、被服、住居、歯科、耳鼻科、眼科を含むあらゆるタイプの保健医

療等、基礎的な生活コストに打撃を与え、医薬品や医療に関するコストは増大した。保健経費は、高

齢者にとっては特別に関心がある。

メディケアのもとで、カバーされていた総計は減少し、このプログラムの開始以来、排除される部

分が増大した。結果的に、高齢者は、1965年にメディケアの制度化がなされる以前におけるより、彼

らの医療費を多く支払わなければならなくなった。高齢者にとって、メディケアがカバーしないこ

れらの医療費をカバーするための補助的健康保険を運用することの方が得策であった。入院期間の

短縮が進行し始めると、メディケアは、訪問看護や家庭看護のような個別的家庭における介護に、よ

り多く支払われることになった。

これは、サービスのより効率的な分配をもたらしてきた。多様な個人年金計画が社会保障の法制化

に先立って存在していた。しかしながら、それらは、そのカバーする金額において、非常に限定さ

れており、3から4millionの労働者をカバーするに過ぎず、その数は総労働力の15パーセン以下をカ

バーするに過ぎなかった。1940年代と1950年代を通して、これらの個人年金計画がかなり拡大し、

それは、1960年代には、20millionを概算した。

また、1980年代には、30millionがカバーされたと概算されている。労働者の保護の関係では、私的

年金に関わる深刻な問題や限定が存在した。給付の権利が倒産、雇用の変容、会社の合併、工場閉

鎖、多年の就業後の失業等を通して失われた。退職基金のための預金が誤った運用をされるという

事例も発見された。1974年に、従業者退職所得保障法（The Employee Retirement Income Security Act）

が国会を通過し、労働者給付の保護において、より強力かつ包括的になった。しかしながら、一人

の労働者がある年齢に達したり、多年の雇用後、退職を強要されたりしたとき問題が残された。そ

れは、性やマイノリティの差別的処遇を伴うときに発生する従業者間者における広い差別であった。

女性、非白人で低賃金労働者は、これらの民間年金計画から最も少ない年金給付を受給した。女性

は、さらに不利で、多くの私的年金計画は、たとえ、その配偶者が死亡したとしても、妻の年金を

カバーしなかった。多くの例において、人々は、かれらが退職したり、その配偶者が死亡したりす

るまで、そのことに気がつかなかった。

３）交通機関

方々へ旅行したり、外出したり出来る能力は、高齢者にとって、極めて重要なことである。都市の

居住者は、日常生活の所用を済ますためにも、良質で、便利で、安全な交通手段の確保が必要であ

る。都市の公的交通機関は、勤労者の生活に焦点が置かれているので、ゆっくりと活動する高齢者

のニーズを充足していない。農村地域では、車を運転したり、規則的に運行する公的交通機関を利
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用したり出来ない高齢者や障害者のために、公的に請け負われた交通機関の開発に努めてきた。出

かける手段は、安全で、便利で、使い勝手がよくなければならない。もし、人がそのような交通手

段を確保できなければ、ほんの些細な日常生活の所用でさえ、困難になり、欲求不満を誘発するこ

とになろう。

国内の他の地域に住んでいる親戚を訪問する交通手段は、多くの鉄道の閉鎖によって困難になって

きた。都市間を旅行するたった一つの手段は、車を運転しない人にとっては、バスか飛行機しかな

い。飛行場はおおむね、個人の住まいから離れているし、したがって、その距離を乗り越える手段

が検討されなければならない。高齢者が家族を訪問したり、家族との密接な関係を保ったりしなが

ら生活できることは、きわめて、重要なことである。

４）住居

高齢者にとって、良い、安全な住まいは、基本的な関心事である。貧しい高齢者の多くは、居住条

件が劣悪で、都市の荒廃地域の犠牲になってきた街の中に住む傾向が強い。

ここでの条件は、資産の物理的維持の観点からも近隣の安全の観点からも、安全ではあり得ない。高

齢者たちは、四方の壁の囚われ人になってきた。

低コストの公的住宅がゆっくり、建設され始めてきた。高齢者のために、専ら、混合アパートメン

ト式住宅に関心が集まりつつあるが、これは、高齢者を隔離する傾向がみられる。

これらは、高齢者のゲットーになる可能性も存在する。高齢者は、居住場所の選択ができ、安全で

手に入りやすい住居にすむことができるべきであろう。

彼らは、異世代ですむか、同世代で住むかについても、選択ができなければならない。

5）退職コミュニティ及び施設

種々のタイプの退職者センターが存在する。一つのタイプは、アリゾナのサン・シティがその事例

になるが、高齢者住宅のコミュニティである。種々のそのようなコミュニティが特に、サン・ベル

トに開発されてきた。住居とともに、これらのコミュニティは、リクリェーション、活動、相互交

流環境を提供している。その中のある種のものは、高齢者が病気になったり、事故にあったりした

とき、援助を求めることが出来る支援サービスを提供している。このようなコミュニティは、高齢

市民のゲットーになる可能性を危惧されてきた。サン・シティのように、いくつかのコミュニティ

は、居住者が死亡したとき、若い人口が空き家を購入して、そのコミュニティにはいってくること

が許可されていなかったことなどについて、年齢変更が必要ではないかと検討し始めている。退職

者コミュニティのもう一つのタイプは、コンドミニアムの開発である。これらの施設は、リクリェ

ーション活動や相互交流環境を提供している。

資産の維持については、専門機関によって提供されている。人気の出てきた退職者センターの第三

番目のタイプは、多様なレベルの生活機能を提供できるものである。高齢者が、可能な限り自立し
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た生活を営むことが出来るようデザインされ、それでも、必要が生じたときには、適切なレベルの

ケアを提供できる複合的機能をもった住宅を購入できる。

その中には、高齢者がこれまで通り、地域の中で生活を続けることができるようなアパートを持っ

ていて、配食サービスや他の家事のような日常生活を維持するために必要なサービスを提供できる

タイプがある。その第二番目のレベルは、自立できる居室である。これは、居住者が一緒に食事で

きる共通の食堂をもっており、家事サービスも提供される。

ケアのもう一つのレベルは、援助つき住居というようなもので、そこで、高齢者は、定期的に、だ

れかの介護をうけ、支援サービスを受けることができる。退職者センターには、高齢者が必要なと

き、看護を提供できる保健センターも付設されている。

6）ナーシングホーム

アメリカ保健人間サービス省は、1978年に、高齢者のほぼ5%、1.1millionがあらゆるタイプの施設に

居住していると報告した。高齢者のより高い割合が、ナーシングホームでの介護を必要としている

と信じられる傾向がある。これらの介護を必要とする人々は、より高齢であったり、決定的な健康

上の問題をもっていたりすると推察できる。

ナーシングホームは、公的、非営利、営利で運営されている。

高齢者法制定後10年間に、営利的ナーシングホームの数が拡大しつつあり、会社や法人が、国内中

のコミュニティに分散してナーシングホームをもちつつある。

ナーシングホームは、提供できる介護のレベルにしたがって、州を通して認可される。

専門性の高いナーシングホームは、極端に経費が高く、メディケアが支払うケアのレベルのみが適

応される。このレベルのケアは、ロングタームではなく、適応される入所期間が限定されている。そ

の期間は入院と在宅あるいは他のレベルの介護との間の期間について、適応される。第二番目のレ

ベルは、中間介護であるが、これもまた、高額である。

中間介護施設は、メディケイド給付から支払われるが、ミーンズーテストが課せられる。

それは、テストの対象になる資源に関係なく長期にわたる介護を必要とする高齢者にとって使い勝

手がよくないし、なによりも、メディケイドの適応対象として認定されなければならないことは一

般的ではない。アメリカ高齢者法により、メディケアやメディケイドの運用のため、ソーシャルワ

ーカーの配置が規定されたので、ナーシングホームにおけるソーシャルワーカーの配属数が拡大し

た。ソーシャルワーカーの配置については、従来、実施されてきたような、単に収容することでは

なく、それぞれの高齢者がその個人の生活機能をできるだけ高いレベルに保つことを強調した。13」

アメリカ高齢者法制定後の施策は、上記のほかにも、自立生活を維持するためのサービスが種々規

定され、主なものをあげると以下の通りである。

a. シニア・センター　b. ピアカウンセリング　c. デイプログラム, フォスターケア, シェアド・ハウジン
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グ d. 電話確認　e. 栄養サービス　f. ホームヘルスケアとホームメイキング　g. 情報関連　h. ペット

３－２　ソーシャルワークの役割

「高齢者とともに働くソーシャルワーカーの役割は、二つの要素がある。

第一に、ソーシャルワーカーは、その日常生活の中に現れる種々のニーズをうったえかける高齢者

個人や小さなグループや、家族に対する直接的サービスに関わる。高齢者が直面する経済的、身体

的、環境的、情緒的ニーズは、ソーシャルワーカーが関わる大きな領域である。高齢者とともに働

くことにおける目的の一つは、個人や家族がその尊厳を維持することを助け、高齢者各自が、その

ニーズと同様に、個性と価値を持ち続けることを助けることである。

二番目に、ソーシャルワーカーの役割は、高齢者とともに関わる人権擁護、あるいは高齢者のため

の人権擁護である。ソーシャルワーカーは、高齢者が直面する劣悪な住宅、交通手段の欠損、保健

的ニーズ、経済的ニーズ、孤独等のようなか課題を確認する任務をもっている。

次の段階は、いまだ対応されていないニーズを確認するプログラムの開発を通して、変化を誘発す

るための支援をおこなうため、コミユニティの資源を活用することである。

エレーナ・ブローディ（Elaine Brody）は、高齢者とともにあるソーシャルワーカーについて、以

下のように述べている。

“高齢者自身の弱み、家族や社会に対する彼らの問題の影響力、必要とする社会的介入についての知

識の相対的欠落が、ソーシャルワークの基本的関心として、高齢者人口を位置づけている。予防的、

支援的、回復的サービスが強調されなければならない。”

高齢者とともにあるソーシャルワーカーは、まず、高齢者および加齢過程について、彼、および彼

女自身の生き方について理解しなければならない。

ソーシャルワーカーは、加齢の神話を信じ、生存しているだけの人としてのみ、その役割を考える

か。高齢者は、座りがちであるから、身体的関連と同様に精神的にも可能性が少ないというように

ソーシャルワーカーは信じるか。解決できない問題を抱えた両親と同年齢の人々に関わることがあ

るかもしれない。したがって、専門職にとって、高齢者の感情がいかに重要であるかについての良

い理解をもつことが必要であり、援助関係において、一方的な感情を押し付けてはならない。

ソーシャルワークは、所得保持やカウンセリングの領域において、長期間にわたって、高齢者とか

かわり続けることになる。高齢者のもつニーズの確認を通してソーシャルワーカーは、高齢市民の

直面する問題が継続している実態を顕在化させてきた。メディケアとメディケイド規定は、ソーシ

ャルワークの中に、この人口の保健ニーズをめぐるケイス・プラニングやマネジメントを行うこと

を明確にした。
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メディケアのもとでの新しい病院介護の方法が、多くの病院におけるソーャルワーカーの責務とし

て、メディケア執行計画を強化することになった。

ナーシングホームも、また、ソーシャルワーカーのサービスを使っている。

ソーシャルワーカーは、高齢者が喪失感や罪悪感や絶望的な感情をもっているとき、助けるための

役割を持っている。高齢者のニーズの中には、若い年齢グループの人々が楽しむ機会と同じ範囲の

機会を楽しみ続けることがゆるされることも含まれる。ソーシャルワーカーは、高齢者が、喪失に

起因する恐怖や心配や問題に対するケアと同様に、新たな役割や機会を提供するための援助を行う

こともできる。高齢者は、多くの喪失に直面する。

それは、高齢者の生涯を通しての喪失であるが、これらは、たとえば、配偶者、兄弟姉妹、友人、子

どもたちの喪失というように、人の加齢とともに加速する。その結果、さらに喪失することを恐れ

て、新しい友人関係を作ることに後ろ向きになる。

喪失は、個人が、意味ある関係を失うほどに、その対応は困難になる。個人は、また人間的機能の

喪失に直面する。慣れた動作の何かが、ある日出来なくなったという認識は、高齢者に、彼らの加

齢過程の現実をつぶさに体験させる。友人や身体的機能の両面における喪失において、援助される

ニーズの悲しみの過程が存在する。

ソーシャルワーカーは、こうした現実の重さを認識しながら、高齢者がそうした葛藤と戦うように、

そのプロセスを共有し、援助することができる。

ソーシャルワーカーは、この年齢グループの人々とともに重ねるアセスメントや業務において、高

齢者の多くが、家族の一部分であるということを認識することが重要である。

高齢者の問題のある部分を解決するために、家族は大切な資源である。現代人が可動性の高い社会

で生きていることを前提としながらも、最も多くの高齢者は、かれらが持っている身近な親族であ

る、少なくとも一人の成人した子どもの近くに住んでいる。たとえ、家族成員が遠くに離れていた

としても、家族との密接な関係が存在している。

家族は、その高齢親族を助けるためにも、彼らを援助してくれるサービスを必要としている。それ

らの家族は、サービスが、便利であり、彼らが活用するのに最良の援助もあり得るということを知

らないかもしれかない。さらに、彼らの他の親族に関する感情の問題も存在する。たとえば、かれ

らの親が、納得できない身体的機能の変化をきたしていることに気がついたとする。彼らは、たび

たび、罪悪感にとらわれるであろう。

人々は、かれらが、その親に対して、もっと、良く何かができるのではないかと感じる。

親族は、かれの親が、自分自身で身の回りの世話ができないかもしれないし、なにか、良くないこ

とがおこるかもしれないと考え、親が、自立して生活するままにしておくことを恐れる。環境が高

齢親族を同居で生活することから阻害するかもしれない。

したがって、ナーシングホームへの入居問題は複雑である。

こうした援助過程は、注意深く進められなければならないし、その判断能力がある場合については、
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介護施設への入所は、高齢者が自己決定するということが原則である。

グループ・ワークは、この人口にとって、有効なもう一つの方法である。

一つの例は、配偶者を亡くした人々に対するサポート・グループである。そのようなグループの関

係の中で、メンバーは、似たような環境の中で、喪失の感覚や、生活様式の変化に結びつく、対応

方法等を共有することができる。もう一つのサポート・グループは、癌と診断された人々がかれら

の病気の衝撃に対応することを支援しあうグループ活動である。それは、最終的には、死に至る病

であることを意味することと結びついた身体的イメージへの対応を含んでいる。また、すべての人

格を否定することになるアルツハイマーにかかった人を愛している関係者のグループも存在する。

グループ・ワークの種々のタイプは、高齢者のための活動を組織したり、計画をたてたり、運営す

るための実践的活動組織も含んでいる。リアリティ・オリエンテーション（Reality Orientation）は、

一般的には、ナーシング・ホ－ムで活用されている。それは、利用者が、その環境に適応していく

ためや何が起りつつあるかを理解するために有効である。人々は、ナーシングホームにおいて、多

かれ少なかれ、その日暮らしから、それがいつのことであったかを忘れて孤立していく。リアリテ

ィ・オリエンテーションを通して、人々は、より多く、その機能を維持することができる。ナ－シ

ングホームやその他の居住型施設に入所する人々は、新たな状況に直面し、多くの場合、それは困

難を伴うことが多い。

高齢者は、おおむね彼らのためになされた決定ではあるが、その後の彼等に要求されるであろう、共

に生活することが条件になる共生やグループ生活の経験をもったことがない。専門職としてのソー

シャルワーカーは、社会が高齢者に関し持ち続けてき高齢者の行動についての社会的変化を把握し

ていなければならない。ジョーダン・コスバーグ（Jordan Kosberg）が述べているように、“現在、

広がっている高齢者の価値観に挑戦するための擁護努力に関するニーズが存在する”ということで

ある。14」

４．社会保障法とメディケア・メディケイドの実態

４－１　社会保障法の成立と改変

1935の社会保障法は、高齢者援助を含むはじめての大きな制度であった。高齢者、退役軍人、障害

者保険（Old Age，Survivors，and Disability＝OASDI Insurance）は、最も多くの人々が社会保障に

関わる社会保険プログラムである。略述すれば、すべての働くアメリカ人がその就労期間を通して、

この制度に税金を支払い、彼らとその被扶養家族メンバーは、退職後や長期間に及ぶ障害に陥った

時に、月々給付を受け取ることになる。退職労働者に関する平均的社会保障給付は、月844ドルであ

った（US統計局2002）。
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社会保障が唯一の退職者にとっての所得資源であるというより、むしろ、年金基金や預金を補助す

ることを意図していた。しかしながら、今日の退職者の半数は、社会保障以外の給付を受け取って

いないし､ほぼ、60％の人々が、年金から月100ドルの給付を受け取っている（Elder Law，1995）。

それにもかかわらず、社会保障給付は、高齢者が貧困に陥らないための重要な役割を演じている。社

会保障受給者の9%は、1996年には、貧困線以下で生活しており、一方、無受給者割合は50%以上に

のぼっていた（Whiteman, 2001）。

社会保障給付によって、貧困から抜け出せた高齢者の大多数は女性である（Porter, Larin, &,

Primus, 1999）。社会保障法制定当初は、医療給付を実施していなかった。

1959年に、トルーマン大統領（President Truman）は、窮乏高齢成人に対する介護費用に関して、

州が財政的援助を行うことを制度化するよう社会保障法の改正にサインした。

1965年には、この改正が、メディケア（Medicare）とメディケイド（Medicaid）の制度を誘発した。

４－２　メディケア・メディケイドの概要

1）メディケア

あらゆる65才以上の高齢者に対する基礎的健康保険プログラムがメディケアである。

それは、すべての高齢者を対象とする制度であり、政府によって財源が保障され、高齢者にとって

は、義務的健康保険プログラムである。

メディケアは、基礎的保健サービスをカバーするが、100日を越える在宅介護や医薬品を保障しない。

メディケアは、二つの部分から成立している。病院保険（Part A）給付は、入院介護とそれにとも

なうサービス費を支払う。医療保険（Part B）は、許可される医師のサービス、外来介護その他の

医療サービスの80%までを保障する。社会保障給付を受給する高齢者は、自動的に、メディケア・

パート１に登録される。パートBは、選択的プログラムであり、登録者は、月々、追加分を支払う

ことになる（Whiteman,2001）。

2）メディケイド

メディケイドは、連邦政府と州政府による財源の連携があり、個人およびその家族の所得や資産が

一定の総額以下に落ちている場合、そのニーズに基づいて実施される健康保険プログラムである。メ

ディケイドは、病院入院介護、医師のサービス、熟練した看護婦による施設看護、在宅保健サービ

ス、薬剤サービス、精神保健サービス、長期療養型及び短期療養型経費である。1974年に、社会保

障法は、補足的所得保障（Supplemental Security Income=SSI）を含むよう改変した。このプログラム

は、貧困者や障害貧困者を援助するプログラムを含んでいる。平均月額給付は、368ドル、しかし、

高齢者が受給する総額は、所得と居住している場所によってことなる（U.S. Bureau of the Senses,

2002）。いくつかの州では、基礎的なSSI率に基づいて金額を加算している。しかしながら、もっと
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も多くの州で、SSI給付は、貧困レベルの75％のみである。社会サービス・ブロック補助金プログ

ラムが、SSI受給者に対する配食及び基本的社会サービスと同様に、成人里親やメディケアプログラ

ムに関する連邦基金を提供している。The Older American Act of 1965（OAA）は、高齢者

センターや栄養プログラムのような社会的サービスを予算化した。現代社会における基本的な介護

提供者である女性たちは、1983年家族医療休暇法（Family and Medical Leave Act＝FMLA）

の通過に関して、圧力団体になっている。このFMLAは、女性と男性が、介護を必要とする両親や

新たに生まれるこどもの介助のため、職場から休暇をとることを認めるものである。この法律は、雇

用者に対して、従業者が、こどもの出生、養子縁組、里親配置あるいは､配偶者の介助あるいは、こ

どもや親が深刻な健康状態に陥ったとき、12カ月を通して、12週の無給の休暇を認めるよう要求で

きる。この法律の成果として、成人したこどもたちは、その職業を失うことなしに、病的状態にあ

る親のため、無給で休暇をとることができるようになった。高齢者ソーシャルワーカーは、高齢者

介護プログラムについては、調整的擁護者である必要がある。しかしながら、基金削除の不可避的

状況が、ソーシャルワーカーに対して、目下、在宅保健介護への新たな革新的アプローチを追及す

ることを強いつつある。

その傾向は、家族メンバーにとっては、家族の住まいで、また高齢者の住居で、介護を提供するこ

とである。この作業を行うために、家族メンバーや介護提供者は、技術的で、医療的援助や多くの

レスパイトを必要としている。

５　アメリカ高齢者福祉の視角と近年の動向

５－１　アメリカ高齢者施策と高齢者ソーシャルワーカーの実践課題

高齢者ソーシャルワーカーの役割は、直接的実践プログラム計画及び、膨大な組織における管理

体系である。高齢者ソーシャルワーカーの近年の動向を確認するために、以下に具体的な高齢者ソ

ーシャルワーカーの実践課題を紹介しながら、その一端を探りたい。

アミイ・ラーセン（Amy Rassen, LCSW, Associate Executive Director of Jewish Family and Children’s

Services）の実践課題

調査の仮説

１．ケース・マネジメントとは何か?

・在宅サービスが必要である高齢者を確認するためのスタッフによるケースの発見やスクリーニング

・高齢者の自宅で、専門職による48時間以内における非医療的、社会心理的ニーズにかかわる包
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括的アセスメントをおこなう。この中には、小規模の精神的、保健的アセトメントに関する記

録用紙の完成も含まれる。

・評価されたニーズに基づいて、介護の戦略を展開するためのケアプランを作成する。

この中には、公私の資源を活用すること、また、利用者や在宅施設によってサインされた書面

によるケアプランの作成も含まれる。

・電話や人による計画の実施、これは地域や在宅施設を通して活用される広いネットワークを用

いる。

・ケアプランの実行可能性やケア・マネジメント・プランの中で提供される資源の適正を確認す

るために、利用者の進歩をモニタリングする。さらに、将来要請されるかもしれないサービス

の変化をモニタリングする。

・将来、あるいは、現在のニーズを決定するために一定の期間をおいて、公式的に再評価を実施

する。これは、健康評価票の完成もふくむものである。

2．なぜ、ケース・マネジメントか?

・施設収容は、度々、高齢者の日常生活障害に対応するための適切な方法ではなかった。

65歳以上の個人5％以下の人々が、熟練した特別養護老人ホームや病院タイプの介護を必要と

しているにすぎない。しかし、もっとも多くの高齢者は、かれらが、自立して生活を続けるこ

とができる在宅サービスにアクセスする方法をしらない。また、多くの便利なサービスが存在

することさえ知らない。

・介護の最も高価なタイプである入院は、在宅の可能な非医療的因子を明確にすることで、10％

まで、利用者を減らす可能性がある。リスクある高齢者の初期段階での確認は、非常に実質的

方法において、医療コストを減少せることの可能性を有している。

上記二つの仮説のもとに、アミイ・ラーセンは、調査を続けている。

５－２　ソーシャルワーク・ナーシングホーム・パネル・テレカンファレンスの試み

2003年4月17日に、電話を通して、全米のナーシングホームで働くソーシャルワーカーおよび関係

者によるパネル・カンファレンスが開催された。主催は、Media Centerであり、その目的は、以下の

通りであった。

１．ナーシングホーム・ソーシャルワーク活動を構成するメディケア・センターの最近の活動、特

に、ナーシングホームの評価、質の改良、実践活動等について、ソーシャルワークの専門職に

情報を提供する。

２．もし、最良の実践施設が評価され、ナーシングホームにおける最悪の実践におけるサービスを
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改良することができるならば、ソーシャルワークの学生の実習のために電話を通して、良い情

報を提供できる。

３．ソーシャルワーク・パネル・メンバーによるカンファレンスの過程を通して、メディケア・セ

ンター及びソーシャルワークの専門職がナーシングホームにおけるソーシャルワークの役割を

理解し、よりよく活用できるためのガンダンスとなることを意図する。

カンファレンスは、２時間にわたって行われ、質疑や討論も、電話を通して行われた。

ナーシングホームで働くソーシャルワーカーが、その職場でカンファレンスに参加し、プレゼンテー

ションを行い、質疑ができる点で、興味深く感じた。パネラーは、11人、ソーシャルワーカーを養成

する大学院のディーンからナーシングホームのソーシャルワーカーにいたる多彩なメンバーであった。

おわりに

2003年10月23日には、11th Annual Symposium on Geriatric Research and Health Care Policy が開催

された。開催場所は、the John F. Kennedy Library and Museum であったが、ケネディ大統領がアメ

リカ高齢者法の制定に関わっていたことと重ねて考えると、感慨深いものがあった。当該シンポジ

ウムには、高齢者当事者や医療およびソーシャルワーク関係者等500人くらいの参加者があったが、

いかに健康に年齢を重ねるかという課題が最も熱心に討議されていた。その他、当事者やソーシャ

ルワーカーによるカンファレンスやミーティングが、頻繁に開催され、高齢社会への対応が真剣で

あることを感じさせられている。健康に加齢を重ねるための医学や社会科学に関する関心が高く、そ

の領域の研究が極めて熱心に進められているように感じるが、日本の状況との比較は、今後の課題

である。

【注】

（1） H.Wayne Johnson 「The Social Services an introduction」1990F.E.PEACOCK, 13-14頁意訳
（2） 秋元　樹　「社会福祉学専攻（大学院）の進む道」ソーシャルワーカー第7号　日本ソーシャルワーカー協

会　2003.5 , 29頁
（3） 前掲「The Social Services an introduction」15頁　意訳
（4） 同上　5頁　意訳
（5） 同上　6頁　意訳
（6） 同上　279頁　意訳
（7） Elizabeth A.Segal他「Social Work」2001,THOSON 178-179頁　意訳
（8） 前掲「The Social Services」280-281頁　意訳
（9） 前掲「Social Work」176-178意訳
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（11）同上　282頁　意訳
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【Abstract】

The American Elderly and Social Work－Trend and Issues－

Maki AMANO

This paper is a study for the American Elderly and Social Work.

The number of persons over sixty-five in the United States has also grown since the turn

of the century. According to research compiled by the American Association of Retried Person

and the Administration on Aging this population numbered 29.2 million in 1986, which repre-

sented 12.1  percent of the population.  From 1900 to 1986 the percentage tripled. The most

rapidly growing is that group over seventy-five.  Projection of the 1990s due to low birth rate

during the Great Depression of the 1930s.  There will then be a rapid acceleration between 2010

and 2030 when the baby boom generation reaches age 65.  The increase in the old population

is significant in planning future social and medical programs.  The fact that there will be increas-

ing numbers over the age of seventy-five will mean greater frequency of chronic debilitating

conditions, which will increase the requirements for extended care.

In 1998 there were more than 4 million people over the age of eighty-five; in 2050 there

could be as many as 30 million.  The healthy aging of the oldest-old in the twenty-first centu-

ry is due to improved medical technologies such as heart bypass, hip replacement, and cataract

surgery; less smoking; improved diet and nutrition; and better medication.

At last count there were about five thousand gerontological social workers in United States.

It is estimated that there will be a demand for between sixty thousand and seventy thousand

by 2020.
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