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研 究 課 題 
英国コミュニティケアにみる地域包括支援ネットワークに関する研究 

－近年の動向「Right First Time Programme」より 
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研究概要 

日本では、さらなる高齢化に対し地域包括ケアシステムへ向けて医療、介護・介護予防さら

には住民主体による生活支援が推進されている。そのため包括的・継続的ケアマネジメント

と多職種協働による地域包括支援ネットワーク構築のため自治体での地域ケア会議が法制

化された。一方、英国では 1980 年代から地域ケアを推進する方向性が示され、1990 年

「National Health Service and Community Care Act」で地域でのトータルケア（保健医療

福祉の統合ケア）のためケアマネジメントの概念が導入された。それ以降も〝Integrated 

health and social care″包括的ケアモデル改革として 2014 年「Right First Time 

Programme - Transforming the way Health and Social Care is delivered」が提言され

40年以上の多職種の連携・協働の課題に取組んでいる。そこで本研究の目的は、英国の国家

戦略であるコミュニティケア改革の変遷と動向から保健医療福祉と住民活動の包括的支援

ネットワークの実践を研究することである。英国での地域を基盤とした保健医療と福祉の

「Right First Time Programme:早期に適切な包括的チームケア」は日本での地域包括ケア

システムへの示唆は大きいと考える。 

研 究 

 

 

の 

 

 

結 果 

英国の社会保障はコミュニティケアを軸として展開してきたが、そのコミュニティケアの

概念や政策は幾度かの変遷をしてきた。戦後の 1946 年“National Health Service Act（国

民保健医療サービス法）”成立し保健医療は基本的に国営化され、その後 1968 年“Report 

of Committee on Local Authority and Allied Personal Social Services（シーボーム委員会

報告書）”でコミュニティケアへの路線が明確となった。さらに 1988 年“Community Care: 

Agenda for Action（グルフィス報告、コミュニティケア：行動のための指針）、1989 年の政

府白書“Caring for People”を経て、1990 年“National Health Service and Community 

Care Act（コミュニティケア法）”に基づき保健医療と福祉・介護、民間事業や住民活動組

織などの統合ケアが推進され、ケアマネジメント概念（チームアプローチ）が導入された。

要介護者のニーズ判定に基づき保健・福祉マンパワーが連携してサービスを提供する体制づ

くりの構築をめざす。 

2000 年代では、“Care Standards Act2000”、“Health and Social Care (Community 

Health and Standards) Act2003” と、ケアサービスの全国最低基準の新設、登録・監査機

関設置、事業規制などが進むとともに、それまでの Personal social service（対人社会サー

ビス）をより広く地域での保健医療以外のケアサービス提供も含め Social care（社会的ケ

ア）と統一した。同年“Community Care (Delayed Discharge etc)Act2003（コミュニティ

ケア；退院遅延等）”、2006 年“Our Health, Our Care, Our Say（保健省白書）”、“National 

Health Service Act 2006”改正“National Health Service Act 2006”、“Health & Social 

Care Act 2008（医療・社会的ケア法）”で保健医療と福祉・介護の連携が強化することでよ

り包括的なコミュニティケアの体制をめざした。“Health and Social Care Act 2012”改正

法ではプライマリケアを地方自治体に移行し、より地域での保健医療、社会的ケアを一体的

に提供できるシステムづくりに取り組んだ。 

このように、地域での保健医療（NHS）と福祉・介護サービス（Social care）が統合した

コミュニティケア政策は〝Integrated health and social care（包括的ケアモデル改革）″

として継承され、2019 年“NHS Long Term Plan”では、10 年後を見据えてプライマリヘ

ルスケアネットワークとして包括的な多分野を対象とした多職種専門職のみならず、地域住

民活動も含めた連携・協働の課題に向けスタートしている。 



その“NHS Long Term Plan2019（NHS 長期計画）”と“Universal Personalised Care: 

Implementing the Comprehensive Model：2019NHS（ユニバーサルパーソナル化ケア：

包括的モデルの実施）”によるケア政策の将来構想からコミュニティケア政策の基盤となる

要素（概念）として主な 2 点“Universal Personalised Care”と“Primary care networks

（PCNs）”をさらに詳細に分析した。 

“Universal Personalised Care”は「普遍的な個別ケア」と訳されている（2020 白瀬）が、

ここでの“Universal”は、すべての人、すべての世代のことであり障害による区分などが

ないということであり、妊産婦、児童、青年期、成人、高齢者などライフコースを通じての

ケア計画となる。また、“Personalised Care”とは、“Personalised care means people have 

choice and control over the way their care is planned and delivered, based on ‘what 

matters’ to them and their individual strengths, needs and preferences.（NHS England 

Web) ”つまり、本人にとって「重要なこと」は個人が主体的にニーズに基づいて、ケアの

計画と提供の方法を選択しコントロールできることである記述されている。 

“Primary care networks（PCNs）”については、“Primary care networks build on existing 

primary care services and enable greater provision of proactive , personalised , 

coordinated and more integrated health and social care for people close to home.”（NHS 

England Web)と説明されており、既存のプライマリケアサービスに基づいて構築し、近隣

の人々に、プロアクティブでパーソナライズされた、ヘルスケアとソーシャルケアのより統

合された提供を強化するためのものとなっている。さらに、“To meet these needs, GP 

practices are working together with community, mental health, social care, pharmacy, 

hospital and voluntary services in their local areas in groups of practices known as 

primary care networks (PCNs).”と、GP 診療所グループ（PCN プライマリケアネットワ

ーク）と呼ばれる地域ケア、メンタルヘルス、ソーシャルケア、薬局、病院、および地域の

自主的サービスが協働するとしている。 

研 究 

 

の 

 

考 察 

・ 

反 省 

コミュニティケア改革の変遷の分析を通じて、社会・経済状況、政権による進捗状況の違

いはあるが、一貫している特徴は地域を基盤にした包括的な支援体制の構築である。その具

体的な方針と実践をまとめると下記のようになる。 

・コミュニティケア政策は、保健医療、福祉・介護（Personal social service, Social care）

の統合だけでなく、教育・住宅、さらに多様な生活支援サービスを含めたネットワークが

重要である。 

・対象を年齢、障害等の条件で区分する支援ではなくライフコースを通じ、地域を基盤とし

包括的な支援は児童や障害、多問題家族の早期対応できるような体制である。 

・地域での多様な関係機関、団体、地域住民組織が生活圏域で情報共通、協議するケース会

議の開催等の必要性が認識され、ケアマネジメント概念と手法により生活圏域でのネット

ワークアプローチよりが進んできたことである。 

また、コミュニティケア政策の現時点での核となるのは、身近な地域での保健医療、福祉・

介護や地域の主体的活動組織など一体的、継続的包括的ケアネットワーク“Primary care 

networks（PCNs）”により、すべての人が望む地域での生活を継続できる“Universal 

Personalised Care”をケアマネジメントプロセスで実現、実践することである。 

 

研究目的では、2014 年「Right First Time Programme - Transforming the way Health 

and Social Care is delivered」が提言から、日本での地域包括ケアシステム、包括的・継続

的ケアマネジメントと多職種協働による地域包括支援ネットワーク構築の示唆を得るため

の研究であったが、イギリスでの近年コミュニティケア改革が推進されていた。そのため、

“NHS Long Term Plan2019（NHS 長期計画）”を中心することになったが、まだ情報や先

行文献が少なく、今後の研究としたい。 
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研究発表、研究成果物としては、今年度にはありませんでした。 

 

次年度、継続して研究を行い結果等の発表をする予定でおります。 

 


