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介護専門職が従業する環境を改善させるための課題

~介護福祉士国家試験の受験資格に係る実務経験の範囲から~
Problem to improve environment that nursing profession works

~It thought from "Range of the business experience" that become qualifications of

candidacy for an examination of the certified care workers nation examination~

松下 能万 1)

抄 録

介護福祉士国家試験の受験資格に係る実務経験の範囲は介護福祉士資格創設以降、一貫して「介護等の業務

を必要とする者に対して介護等を提供する福祉分野の施設・事業に携わる、介護等の業務を本来業務とする介

護従事者」の範囲で変遷してきたが、平成 20 年に当該範囲に病院・診療所の一般病床・精神病床の看護補助者

が含まれたことで、この枠組みは崩壊した。しかしながら、このことは、福祉分野だけでなく医療分野におい

ても専門的介護の必要性があると政府が判断したことを意味するものである。

しかし、現時点では一般病床等の看護補助者は、専門的介護を担う位置づけにないことから、一般病床等に

介護専門職の配置を規定するとともに、その介護専門職が、その介護の専門性を発揮できるよう位置づけるこ

とが喫緊の課題である。また一方で、介護福祉士国家資格取得の有無により、業務範囲を区分するといったシ

ステムの構築が求められている。

キーワード：介護福祉士・実務経験の範囲・急性期病床・看護補助者・介護専門職

はじめに

介護福祉士国家資格は、ちょうど 23 年前の昭和 61

年１月から中長期的観点からの福祉見直しが関係審

議会において進められ、翌年５月 21 日に、第 108 回

通常国会において、「社会福祉士及び介護福祉士

法」（以下「法」という。）が法制化されたことに

より誕生した。

かつての介護分野の専門職資格は、児童を対象と

した保母資格（現保育士資格）があるのみで、介護

そのものの専門職資格は存在しなかった。しかし、

1970 年代に入り、高齢化が急速に進行すると、高齢

者を中心に福祉ニーズが増大かつ多様化してきたこ

とから、この福祉ニーズの充足を図るために、サー

ビスの提供者である専門的福祉マンパワーの養成と

確保が政策的な課題の一つとされてきた。

1970 年代半ばから強まった在宅福祉サービスの充

実への方向性は、1980 年代にさらに加速し、公的な

在宅福祉サービスに加え、家庭奉仕員派遣事業等で

は対応できない多様なホームヘルプ・ニーズに対処

するため、民間企業を含む多様な民間主体の在宅福

祉サービスを生み出し、拡大させてきた。この民間

企業等が展開するサービスを健全に育成するために

は、サービス提供者の倫理と質を確保することが重

要であり、専門的マンパワーを養成・確保するとと

もに、これを国家資格の形で社会的に保証すること

が必要とされた。さらには、1986 年に東京で開催さ

れた第 23 回国際社会福祉会議において、日本の社会

福祉が抱える課題が見直され、福祉専門職化の立ち

遅れなどが指摘されたこともまた、資格創設への誘

因となったとされる。

現在の超高齢社会において、多くの要介護・要支

援者の生活が支えられているのは、介護福祉士とい

う介護分野の専門職資格が誕生し、介護専門職の養

成システムが構築され、介護人材を確保する体制が

整備された成果と捉えることも可能である。今では

介護福祉士国家資格取得者は 81 万人（平成 21 年９

月末現在）1)を超え、介護保険の施設サービスで就労
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する介護職員の約４割、在宅サービスで就労する介

護職員の約２割を介護福祉士が占めており、介護福

祉士は、わが国において介護を支えるマンパワーと

して中核的な存在として位置づけられている。2)

しかしながら、介護専門職が従業する環境はまだ

十分に整備されているとは言い難いのが現状である。

そこで本論では、介護福祉士国家試験の受験資格に

係る実務経験の範囲から、当該介護専門職が従業す

る環境を改善するための課題について考察する。

Ⅰ 介護福祉士とは

(1)介護福祉士の定義

介護福祉士は、法第２条第２項において、「介護

福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつ

て、身体上又は精神上の障害があることにより日常

生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応

じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対

して介護に関する指導を行うことを業とする者」と

定義されている。

この定義は、介護福祉士には、介護保険制度の導

入や障害者自立支援法の制定等により、認知症の介

護など従来の身体介護にとどまらない新たな介護サ

ービスへの対応が求められるようになってきた社会

情勢があることをふまえ、平成 19 年 12 月に改正さ

れたものである。3)

従来の介護福祉士の定義では、「介護福祉士の名

称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上

又は精神上に障害があることにより日常生活を営む

のに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他

の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対し

て介護に関する指導を行うことを業とする者」とさ

れ、介護福祉士は、高齢者に限らず、障害のある者

や子どもまでを対象とし、施設や在宅といった介護

を行う場所に制限を持たずに、介護だけではなく、

対象者や対象者の介護者に対する介護に関する指導

にもあることを示していた。しかし、新たな定義に

より、さらに広く、対象者の心理的・社会的支援の

側面まで期待されるようになったところである。

(2)介護福祉士に課される義務規定

介護福祉士に課される義務規定には、誠実義務、

信用失墜行為の禁止等があるが、その一つとして、

法第 47 条第２項に規定される「介護福祉士は、その

業務を行うに当たっては、その担当する者に、認知

症であること等の心身の状況その他の状況に応じて、

福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、

福祉サービス関係者等との連携を保たなければなら

ない」という連携の義務規定がある。

(3)介護福祉士とは

上記に述べたことを踏まえれば「専門的知識及び

技術をもつて、身体上又は精神上の障害があること

により日常生活を営むのに支障がある者につき心身

の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその

介護者に対して介護に関する指導を行うことを業と

する者」であるとともに、誠実に、そして信用失墜

行為をせず、「心身の状況その他の状況に応じ、福

祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう福

祉サービス関係者との連携を保つ」等して業務に携

わるのが介護福祉士であるということができる。

Ⅱ 介護福祉士国家試験の受験資格に係る

実務経験の範囲

2-1 介護福祉士国家試験の受験資格に係る実務経験

の範囲とは

(1)介護福祉士国家資格取得コースの概要

介護福祉士国家資格を取得するためのコースは、

平成 19 年の法改正により今後大きく変化することが

決定しているものの、現時点では、大きく２つのコ

ースが設定されている。１つは高等学校等を卒業し

た後、厚生労働大臣の指定する養成施設を修了する

コースであり、もう１つは介護福祉士国家試験に合

格するコースである。

このうち、介護福祉士国家試験には受験資格があ

り、受験資格は、３年以上介護等の業務に従事した

者、又は、高等学校等において所定の教科及び単位

数を修めて卒業した者のいずれか、とされている。

(2)介護福祉士国家試験の受験資格に係る実務経験の

範囲

介護福祉士国家試験の受験資格の１つである「３

年以上介護等の業務に従事した者」と認められるも

のは、受験資格の対象となる実務経験に３年以上就

いており、その中で、介護等の業務を 540 日以上経

験した者である。そして、本論のテーマである「介

護福祉士国家試験の受験資格に係る実務経験の範囲

（以下「実務経験の範囲」という。）」とは、この

「３年以上介護等の業務に従事した者として認めら

れる実務経験の範囲」を示すものである。

(3)「実務経験の範囲」が意味するもの

「実務経験の範囲」は、(2)で述べたように、介護

福祉士国家試験の受験資格のうち「３年以上介護等

の業務に従事した者として認められる実務経験の範
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囲」を示すものであるが、もうひとつ、介護の専門

職である介護福祉士が、介護福祉士として従業する

ことが期待されている介護の現場の範囲である。こ

のことは、そもそも、介護現場で３年の実務を経験

し介護福祉士資格を取得した者は、引き続きその介

護現場で活躍することが想定されていることのほか、

当該範囲が「介護福祉士等修学資金等貸与事業」で

示すところの「介護福祉士等としての従事」と認め

られる範囲として示されていることからも明らかで

ある。

2-2 「実務経験の範囲」の規定

(1)規定の概略

「実務経験の範囲」は、「指定施設における業務

の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護

等の業務の範囲等について（昭和 63 年社庶第 29 号

厚生省社会局長・児童家庭局長通知）」（以下「局

長通知」という。）及び「指定施設における業務の

範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等

の業務の範囲等について（昭和 63 年社庶第 30 号社

会局庶務課長・児童家庭局企画課長通知）」（以下

「課長通知」という。）により規定されている。

このうち、局長通知では、「介護等の業務に従事

したと認められる者は、次のとおりとする」として、

具体的な「介護等の業務の範囲」、「業務従事期間

の計算方法」及び「業務従事期間の認定方法」が示

され、課長通知ではその取扱いの細則として、「局

長通知に補足する介護等の業務の範囲」等が示され

ている。

この「実務経験の範囲」は、これらの通知の「介

護等の業務の範囲」として、例えば「特別養護老人

ホームの寮母（介護職員）」や「身体障害者療護施

設の寮母（介護職員）」のように、基本的に「施

設・事業」種類と「職種・職名」の組合せでそれぞ

れ規定されている。そして、この「介護等の業務の

範囲」に該当する者のうち、「介護等の業務を主た

る業務としているもの」のみが、介護福祉士国家試

験の受験資格の対象となる実務経験として認められ

ることとされている。

(2)局長通知及び課長通知の構成

資格制度創設当時の局長通知及び課長通知に規定

される「実務経験の範囲」を分析すると、次のよう

にまとめることができる。4)

① 実務経験の対象となる「施設・事業」

局長通知では、例えば、特別養護老人ホームや身

体障害者療護施設、訪問介護事業など、介護等を必

要とする者に対して介護等を提供する福祉分野の

「施設・事業」の範囲が示されている。一方、課長

通知では、知的障害者更生施設や身体障害者福祉ホ

ームなど、そもそもは、更生訓練や自立促進を図る

こと等を目的として、本来的には、日常的な介護等

を必要とする者は対象としないものの、実態として

介護等の業務を本来業務とする者の配置が想定され

る「施設・事業」の範囲が示されている。このこと

から、受験資格の実務経験の対象となる「施設・事

業」の範囲とは、「介護等の業務を必要とする者に

対して、介護等を提供する福祉分野の『施設・事

業』」の範囲であると概括することができる。

② 実務経験の対象となる「職種・職名」

受験資格の実務経験の対象となる「職種・職名」

は、「施設・事業」毎に定められている職員配置基

準等の人員配置規定の内容で区分することができる。

一つは、人員配置規定で「介護従事者」に該当す

る職名が示されている「施設・事業」の範囲であり、

もう一つは、人員配置規定で「介護従事者」に該当

する職名が示されていない「施設・事業」の範囲で

ある。

このうち、人員配置規定で「介護従事者」に該当

する職名が示されている「施設・事業」の範囲では、

その「介護従事者に該当する職名」が受験資格の対

象となる「職種・職名」として通知に規定されてい

る。一方、人員配置規定で「介護従事者」に該当す

る職名が示されていない「施設・事業」の範囲のう

ち、局長通知の範囲では「主たる業務が介護等の業

務である者」が、課長通知の範囲では「専ら介護等

の業務を行う者」が実務経験の対象となる「職種・

職名」として規定されている。

さらに、人員配置規定で「介護従事者」に該当す

る職名が示されていない「施設・事業」の範囲では、

局長通知では「主たる」と規定され、課長通知では

「専ら」と規定されている。しかし、いずれも「介

護等の業務を本来業務とする者のうち、主たる業務

が介護等の業務である者」の意味を持ったものであ

る。課長通知で規定する更生訓練や自立促進を図る

こと等を目的とする「施設・事業」には、「介護等

の業務を本来業務とする者」の配置がないことから、

介護等を必要とする者に対して介護等を提供する

「施設・事業」の範囲の規定と区別する意味で、異

なる表現をしたものに過ぎないものであり、この区

別は、介護福祉士資格と同時に創設された社会福祉

士の受験資格に係る実務経験の範囲と、明確な線引

きをするという意味合いが含まれたものである。

これらから、局長通知及び課長通知のいずれの範
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囲にあっても、介護福祉士の受験資格の対象となる

「職種・職名」とは、「介護等の業務を本来業務と

する介護従事者」の範囲であると概括することがで

きる。

なお、人員配置規定で「介護従事者」に該当する

職名が示されている「施設・事業」の範囲では、そ

の「介護従事者に該当する職名」が受験資格の対象

となる「職種・職名」とされているが、人員配置規

定等には、基本的に、各者が担うべき業務内容は細

かく規定されていない。しかし、常識的に、寮母や

介護職員という「職種・職名」の者は、本来業務を

介護業務とする者であると認識できることから、受

験資格の実務経験の対象となる範囲では、人員配置

規定等で示される「職種・職名」により規定されて

いる。

(3)「実務経験の範囲」とは

以上から、「実務経験の範囲」とは、「介護等の

業務を必要とする者に対して介護等を提供する福祉

分野の施設・事業に携わる、介護等の業務を本来業

務とする介護従事者」の範囲であり、この範囲に該

当する者が、実際に「介護等の業務」を主たる業務

としている場合に、介護福祉士国家試験の受験資格

の対象となる実務経験として認められるものである。

そして、先にも述べたように、当該範囲は、介護

の専門職である介護福祉士が、介護福祉士として従

業することが期待されている介護現場の範囲である。

つまり、「実務経験の範囲」とは、介護福祉士等の

介護従事者が「専門的知識及び技術をもつて、身体

上又は精神上の障害があることにより日常生活を営

むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護

を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護

に関する指導を行うこと」や「心身の状況その他の

状況に応じ、福祉サービス等が総合的かつ適切に提

供されるよう福祉サービス関係者との連携を保つ」

ことが求められ、かつ実践できる介護現場の範囲で

あるということができるものである。

Ⅲ 「実務経験の範囲」の変遷から

3-1 「実務経験の範囲」の変遷

(1)通知改正にみる「実務経験の範囲」の変遷

「実務経験の範囲」を規定する改正は、平成 19 年

までに局長通知で 18 回、課長通知で 9 回を数えてき

た。この中で、「実務経験の範囲」はその範囲を拡

大してきたが、度重なる改正にあっても、平成 20 年

の改正までは、当該範囲は「介護等の業務を必要と

する者に対して介護等を提供する福祉分野の施設・

事業に携わる、介護等の業務を本来業務とする介護

従事者」の範囲から逸脱することなく変遷してきて

いる。

しかしながら、一部考え方の整理を要する範囲も

あったことから、次にその主な整理事項を示すこと

とする。

① 老人保健施設の介護職員 4)

資格制度施行から２年後の平成２年に第１次局長

通知改正（平成２年８月６日付け社庶第 142 号）が

あり、老人保健施設の介護職員が「実務経験の範

囲」に含まれた。

老人保健施設は、資格創設当時、医療機関と同様

に、福祉分野の施設・事業所とはみなされず、実務

経験の対象とはされていなかった。しかし、平成元

年に高齢者保健福祉推進十か年戦略（ゴールドプラ

ン）が打ち出され、さらに、平成２年に厚生省内に

保健医療・福祉マンパワー対策本部が設置されるな

ど、在宅福祉への潮流がさらに強まる中で、医療機

関と在宅とを結ぶ中間施設としての位置付けがある

ことから、当該施設は「福祉分野の施設」として整

理されたものである。

② 療養型病床群等(現在の療養病床)の看護補助者 4)

平成８年の第４次局長通知改正（平成８年７月 16

日付け社援施第 111 号）では、病院・診療所の療養

型病床群・看護強化病床の看護補助者が「実務経験

の範囲」に含まれた。

これらの範囲は医療機関の病床ではあるものの、

いずれも、急性期の状態を脱した高齢者が在宅に戻

るまでの経過的施設であり、老人保健施設と同様、

中間施設としての役割を担うものである。このため、

診療報酬で運営される病院・診療所の病棟ではある

ものの、利用者の生活の場としての環境が整えられ

ており、当該範囲にあっては「福祉分野の施設」と

して整理されたものである。

これは、同日に出された通知「指定施設における

業務の範囲及び介護福祉士試験の受験資格の認定に

係る業務の範囲について（社援施第 113 号）」では、

「医療機関のうち、療養型病床群等の看護補助者の

中には、特別養護老人ホームや老人保健施設等と同

様な介護等の業務に従事していると認められる者が

いる」としており、病院・診療所の病棟であっても、

当該病棟の看護補助者にあっては、福祉分野の介護

を担う介護従事者である整理がされたことが示され

たことからも明らかである。

なお、この通知では「看護補助者のうち、介護等

の業務に従事している場合であっても、空床時のベ
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ッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務の

みを行っている者については介護等の業務に従事し

ているとは認められない」こと、そして「療養型病

床群等の看護補助者が介護福祉士の資格を取得して

も、療養型病床群等においては看護補助者としての

位置付けを変えるものではない」ことを、取り扱い

の留意点として規定している。

(2)平成２０年の通知改正

平成 20 年の第 19 次局長通知改正（平成 20 年６月

23 日付け社援発第 0623002 号）では、病院・診療所

の一般病床・精神病床の看護補助者が「実務経験の

範囲」に含まれた。これは、平成 18 年 11 月 20 日開

催の社会保障審議会福祉部会において、当該範囲を

「実務経験の範囲」に含めるか否かの検討が求めら

れ、簡単な説明がされただけで、深い議論もないま

ま本通知改正に繋がったものである。5)

一般病床・精神病床は、療養型病床群等とは異な

り、急性期の状態にある者が対象であり、その対象

者の生活の場としての環境が整えられている病床で

はない。そのため、当該病床を福祉分野の施設・事

業と整理することはできないものである。

また、福祉分野ではない一般病床・精神病床の看

護補助者とは「保健師・助産師・看護師・准看護師

の指示のもとで、専門的判断を必要としない事柄に

ついて、看護の補助的業務を行う者」であるとされ

ており 6)、看護補助者の役割を「介護専門職として専

門的判断を必要とせず、看護師の指示の下、看護の

補助的な業務をすること」を示しているものといえ

る。

つまり、当該範囲は、介護従事者が「専門的知識

及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害がある

ことにより日常生活を営むのに支障がある者につき

心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及び

その介護者に対して介護に関する指導を行うこと」

や「心身の状況その他の状況に応じ、福祉サービス

等が総合的かつ適切に提供されるよう福祉サービス

関係者との連携を保つ」ことができる範囲と整理す

ることができない範囲であり、これまで長年維持し

続けてきた「実務経験の範囲」の内容を覆すもので

あると捉えることができるものである。

3-2 平成 20 年改正の影響

平成 20 年通知改正により「実務経験の範囲」に一

般病床・精神病床の看護補助者が含まれたことは、

先に述べたように、長年維持し続けてきた「介護等

の業務を必要とする者に対して介護等を提供する福

祉分野の施設・事業に携わる、介護等の業務を本来

業務とする介護従事者」という「実務経験の範囲」

の枠組みを崩壊させた。

また、この実務経験を「実務経験の範囲」に含め

たことは、見方によっては、看護補助者が看護師の

指示により業務を担うのと同様に、介護福祉士が看

護師の指示により業務を担うことを容認することに

繋がりかねなく、チームケアを重視する昨今の流れ

に逆行すると考えることができること。看護補助者

の待遇改善のないままに介護福祉士への道を開いた

ことは、介護福祉士の地位向上や待遇改善の道をさ

らに困難にさせる要因となることといった影響も想

定できるものである。

しかしながら、急性期病床において入院治療にあ

る方にとって、病院は「生活の場」以外の何もので

もない。それであれば、療養病床等と同様に、入院

患者に対しては、専門職として、人権や人間の尊厳

と言った視点を重視したケア実践をすべきである、

と国が判断したと捉えることもできる。

保健医療現場においては、1980 年代以降、在宅医

療の現場のほか、慢性疾患、特に認知症患者への対

応に、いわゆるＱＯＬの視点が重要視されるように

なってきている。しかし、ここでは、更に一般病床

や精神病床といった医療の現場にあっても、介護福

祉士としての専門性のひとつである「人権」や「人

間の尊厳」といった視点を重視した専門的ケアが必

要である、と政府内の判断があったものとみること

ができるものである。

Ⅳ 考察

4-1 今後の課題

(1)「実務経験の範囲」に含まれる機関における介護

専門職の位置づけの明確化

平成 20 年の通知改正に見るように介護専門職が求

められる現場は、これまでの福祉分野だけでなく、

医療分野にまで広がりをみせている。しかしながら、

一般病床等の急性期病床にあっては、職員配置に事

実上、介護専門職の存在が位置づけられておらず、

実態が理念と一致していない状況にある。

この状況は、介護福祉士資格取得者が当該病床で

従業した場合にあっても、介護専門職の立場で入院

患者の生活を支援することは十分にできず、また、

資格取得前の介護従事者を本当の介護専門職に育成

することができないという状況であるといえる。

必要とされるのは、医療機関にも介護専門職を明

確に配置し、急性期病床等の介護従事者がその専門

性を発揮できるよう位置づけることであり、「実務
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経験の範囲」に含まれた状況を鑑みれば、当該事項

は急ぎ整備されるべきところである。

(2)介護現場における介護職員配置要件等の整備

介護福祉士とは、初めに述べたように、「専門的

知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害が

あることにより日常生活を営むのに支障がある者に

つき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者

及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこ

とを業とする者」であるとともに、誠実に、そして

信用失墜行為をせず、「心身の状況その他の状況に

応じ、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供され

るよう福祉サービス関係者との連携を保つ」等して

業務に携わるのが介護の専門職である。そして、こ

の介護福祉士になるために、多くの人は「実務経験

の範囲」に含まれる現場で経験を積み、専門的知

識・技術を身につけようとしている。

また、社会保障審議会介護保険部会がまとめた

「介護保険制度の見直しに関する意見（平成 16 年 7

月 30 日）」では、「介護職員については、まず、資

格要件の観点からは、将来的には、任用資格は『介

護福祉士』を基本とすべきであり、これを前提に、

現任者の研修についても、実務経験に応じた段階的

な技術向上が図れるよう、体系的な見直しを進めて

いく必要がある」としており、将来的にはと断って

はいるものの、介護職員として介護業務に携わるの

は介護福祉士とすべきことを明言している。

つまり、介護福祉士国家資格取得前の「実務経験

の範囲」での現場経験は、いわば下積み期間であり、

介護福祉士国家資格を取得して、はじめて本格的に

介護業務に携わることができるというシステムが求

められているといえる。しかしながら、現行のシス

テムでは介護報酬上、介護福祉士の配置状況が一定

基準を満たしている場合等の加算システムはあるも

のの、介護福祉士資格の有無による職域の区分等は

ないのが実情である。介護を必要とする方のため、

介護の質を担保するためにも、介護職員の配置要件

のほか、資格の有無による職域の区分等の検討が求

められるところである。

Ⅴ まとめ

高齢者の分野では個別ケアや認知症ケア等の新し

いケアモデルが、障害者分野では、地域生活支援・

就労支援といった側面をより従事したケアが求めら

れるなど、専門的介護がより高度化・多様化する中

で、介護の専門職である介護福祉士はどう存在すべ

きか、介護福祉士がその専門性を発揮するためには

どのような環境が必要か、といった議論はさらに深

まって来るものと推測される。

私たち福祉業界に身を置く者としては、このこと

を踏まえ、介護福祉士を取り囲む環境をつぶさにチ

ェックし、方向性が誤ることのないよう、よりよい

社会を構築していくため、介護実践のほか、政策提

言等も行っていく責任があるのではないだろうか。
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