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抄　録

　本報告は 2012 年 2 月，訪問先ドイツの社会福祉施設と精神科病院を中心とする医療施設の紹介を目的とする。

ドイツの社会福祉施策は国家主導としてではなく，民間主導の福祉施策となっている。社会福祉施設はキリスト

教会による運営がなされ，施設面積も大きく，一つの村のようなコミュニティが形成され，利用者の生活保障が

行き届くといった特徴がみられた。精神科病院は街の中心にあり，患者も市民も共同で利用できるスペースも設

立されていた。病院においては音楽療法が導入され，患者は楽器を実際に演奏するといった充実した診療プログ

ラムが実施されていた。

　このようにドイツの医療福祉施設は，患者や個人の人権を尊重した考えが徹底され，発想の豊かさ，柔軟さに

文化の大きな特色が認められた。医療福祉の取り組みには，人権という普遍的な考えが浸透しており，人間性を

高めるため，ドイツでは人間の持てる力を最大限引き出す理念の追求が実践されていた。

キーワード：ドイツの医療福祉，望ましい社会保障と福祉，コミュニティ，ドイツの文化



－ 62 －

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　13 (1) 　61 － 66　2013

はじめに

　県立広島大学は，2011 年 9 月にドイツ・ノルトヴェ

ストファーレン州カトリック大学（以下，NWR カト

リック大学と呼ぶ）と国際学術交流協定を結び，この

交流協定を通して両大学の教職員・学生との学術的な

交流を積極的に行っている。2012 年 2 月には，県立

広島大学の教員・学生 7 名が NWR カトリック大学を

訪問し，ドイツの社会福祉施設・精神科病院・小児病

棟の見学の機会を得たことから，本報告ではドイツの

医療及び福祉施設の紹介を目的とした。

　わが国は，ドイツの介護保険制度や老人介護士資格

制度をモデルとして，介護保険制度や介護福祉士資格

制度を確立してきた。ここでは，ドイツの医療福祉施

設の取り組みを紹介することにより，ドイツの医療福

祉施設のより良い理解や，わが国の今後の医療福祉施

設対策の示唆が得られることを期待して，ドイツの社

会福祉の歴史的背景と文化について触れる。

　

１．ドイツの社会福祉の歴史的背景

　ドイツは 16 州の連邦政府から成立しており，各州

の行政や教育などの自治権が強い。過去のドイツの社

会福祉施策の歴史においても，国家主導というよりは

民間主導の福祉施策が特徴的である。

　第二次世界大戦中，ヒトラーによる障害者の虐殺や

断種計画の実施により，約 30 ～ 50 万人の障害者が断

種の犠牲となり，また障害者 10 万人の惨殺の報告も

みられる 1）。さらに，その惨殺や断種政策に保健師や

ケースワーカーといった専門家が関わったことは，悲

しい事実として記録されている。このような悲劇的な

歴史事実は，ノーマライゼーション発祥の地であるデ

ンマークやスウェーデンといった北欧諸国の障害者に

対する福祉施策の遅れとなったことも推測される 2)。

　ドイツの経緯の社会福祉の歴史を見ると，必ずしも

ヒトラー時代の暗い悲惨な歴史だけではなく，個人の

篤志家やキリスト教団体による社会福祉が実践されて

きた経緯が認められる。例えば，16 世紀に栄えた大

富豪フッガー家は，生活困窮者のための集合住宅を建

て，その名残りは現在の生活困窮者や高齢者にも反

映されている。精神障害者のために建設された，1867
年のキリスト教施設ベーテル（Bethel）は，世界的に

著名な福祉施設である 3) 。また，わが国の民生委員制

度のモデルとなった貧困救済事業のエルバーフェルト

制度，ビスマルクが提唱した社会保険制度といった社

会福祉制度の歴史は，ナチスによる悲劇の障害者虐殺

という影の部分と，障害者を保護してきた福祉施設経

営者や親族，あるいは慈善家，宗教家による障害者へ

の積極的支援活動といった活動は光の部分にあたる。

　一方，人間が生活を行う社会の根底には文化があり，

その考え方には差がみられる。文化は，人類がみずか

らの手で築き上げてきた有形・無形の成果の総体であ

る。例えばドイツ最古の大学は，14 世紀初頭に設立

されたハイデルベルグ大学である。これ以前の教育文

化は，12 世紀のボローニャやパリ大学が発端となっ

ており，その興隆はヨーロッパ全土に広がり 4)，また

この動きが，その文化圏に住む人々に少なからずの影

響を与え，人々の考えとなって浸透した。例えば 12
世紀に隆盛した聖マリア聖堂として有名なロマネクス

様式や，約 100 年後のルター宗教改革における芸術や

ルネサンスはその典型である。このような潮流は生命

を救う医療や福祉への考えの基になっている可能性は

少なくない。

　この項は，筆者らが訪問したドイツの医療福祉施設

の事情を踏まえ，日独文化の相違について①ドイツの

社会保障・福祉の在り方，②専門性・社会的地位の確

立，③コミュニティ，④日独保健医療福祉施策の比較

の 4 点からその影響を考察した。

①ドイツの社会保障・福祉の在り方

　日本では未成年飲酒・禁煙などの啓発活動が盛んで

あるものの，アルコール依存症の医療・福祉支援の重

要性の認識は薄く，潜在的な患者が多くいるものと推

測される。ドイツでは，修道院が中心となり，地方自

治体サービスの不足を補完する体制になっている。

　そのメリットとして，サービスを必要とする多くの

人への支援がスムーズであること，住む場所の提供が

確実なこと，宗教的・文化的背景による地域のつなが

りが密接で，潜在的な対象者の発見がし易いことであ

る。デメリットは，地方自治体によるサービスではな

いことから，普遍的でないこと，そして自治体支援と

の比較で責任の所在が不明瞭なことにある。

　ドイツのアルコール依存症患者は精神科医療が担っ

ている。またドイツでは，子どものホームレスと子ど

もの飲酒・喫煙の問題が散見し，双方は密接につながっ

ている。この理由によりホームレスに対する支援は，

地域が包括的に行う体制が整い，修道院を中心として

実施されている。

②社会的地位，専門性の確立

　ドイツでは，技術の習得が困難な職業や第三者の健

康・生命に危険を及ぼす恐れがある，例えば時計・家

具製造・煙突掃除・石材加工といった職種には「マイ

スター」という資格制度を設けている。この資格を持っ

ていないとその仕事に携わることが出来ない点では

「業務独占資格」であって，この資格により職人と消

費者双方にとって硬直的だとさえ言われる。一方，医

療職などの SW・PSW においては，社会的地位，専門

性が定着 5) しており，支援者本人のみならず対象者が

より早く地域生活につながるといった利点を有する。

そのためドイツは，施設・医療機関におけるチームア

プローチは効率的・効果的に行なわれる。また専門性
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や社会的地位の確立は，医療・福祉・社会保障といっ

た観点に民意の関心を集め，政策反映において影響を

与えるといった利点も見出される。従って日本におい

ては，ドイツの資格制度のような保証の獲得や，福祉

職の専門性の認識を市民レベルから高めること，そし

て社会的地位の確立を目指す必要がある。

③ コミュニティ

　ドイツの障害者施設は修道院が由来となっている。

1 つの地域社会や村のような障害者施設はコロニーと

呼ばれ，その形成過程の歴史はドイツの障害者に対す

る福祉の特徴と言える。また共生社会実現の観点では，

新しいコミュニティとして考えることが出来る。

　例えば「2．社会福祉施設」や「3．精神科病院」で

述べるコミュニティの発想は興味深く，一つの地区，

一つの地域自体となっていることはドイツならではの

文化である。障害を持つ人たちが集まり，経済的，身

体的，かつ心理的に自立することは，人間の尊厳にふ

さわしい形態を示しているものと思われる。

　社会保障で重要なことは与える制度ではなく，本人

たちの意思尊重と意欲の表出の結果で形成されること

がコミュニティに不可欠である。

④日独保健医療福祉施策の比較

　ドイツの介護保険制度は 1995 年に成立した。主な

特徴は現金給付と介護給付のなかでサービス利用が可

能な現物給付（ディサービス，ホームヘルパー，訪問

看護）である。現金給付は，娘や息子達など家族で介

護するものに提供され，制度設立当初は多くの利用者

が現金給付を希望した。しかし家族中心による介護で

は，質の良い介護サービスが得られないという理由に

より，今では現物サービスを希望する利用者が多い。

　一方，わが国はドイツの介護保険制度をモデルとし

て 2000 年に施行された。介護給付は現物給付のみで，

利用者のニーズに沿ったきめ細かいサービスが提供で

きる半面，特別養護老人ホームなど介護施設の数やマ

ンパワーの不足といった社会資源に影響がおよび，在

宅介護における家族の心身負担は大きい。

　ドイツの社会福祉士は，専門大学（Hochschule）卒

業と同時に資格が与えられる。養成教育課程は 3 年間

の学士（bachelo），2 年間の修士（master）で組まれて

いる。養成教育はドイツのみならず，フランスやベル

ギーなど E U 諸国の専門大学でも学ぶことが可能で，

また EU 諸国の社会福祉施設で働くことができる統一

した養成教育カリキュラムになっている。ドイツにお

いて社会福祉士を取得すると，ベルギーやオランダの

社会福祉施設において労働することも可能で，その資

格の社会的評価は高く，身分的にも保障されている。

　わが国の社会福祉士は，養成校の卒業と同時に国家

受験資格が付与され，試験に合格して初めて資格が取

得される。しかし国家試験の合格率は毎年 2 割～ 3 割

と低く，その低さにも関わらず，社会福祉士として就

職しても職場での待遇は十分ではなく，転職を希望す

るものも少なくない。このことからも社会福祉士資格

に関しては，わが国よりもドイツにおける市民の社会

的評価や認知度の高さが推測される。

　

２．社会福祉施設

　今回のノイエラケローデ（Neuerkerode）社会福

祉施設は，ドイツ北部に位置する人口約 24 万人の

Braunschweig 市にあるプロテスタント系ルーテル教会

が運営する。この施設は，牧師と銀行を経営する資産

家女性の寄付により 6），1868 年知的障害者のための

施設として設立された。施設理念には利用者の障害程

度に応じた就労能力向上を目指すことを掲げ，利用者

数は 860 名（最小年齢 15 歳，最高年齢 98 歳），職員

数 1100 名が関わっている。

　施設面積は広く，一つの大きなコミュニティ，つま

り地域を思わせるほどの広さである。広いコミュニ

ティの敷地内には様々な施設が設置されており，利用

される障害者の人々は一つの共同体として協力をしな

がら生活をしている。

　重要なのはサービスの内容や支援方法の視点のみで

はない。生活する利用者の環境の整っていることが特

筆される。「障害者は施設の生活に慣れてしまい，親

もとに戻る希望は持っていない。」と話すことから，

障害者・保護者・支援者によって快適な空間を作って

いると理解できる。

　施設内は，カフェや売店，レストラン，作業所といっ

た場所があり，障害者の自立性や社会性の確立をめざ

した，安心して生活できる環境が整っている。このこ

とから充実した毎日が保障され，またグループホーム

でも，自宅のリビングのようなこだわりある内装が施

され，亡くなった方の写真の掲示もされ，日本のグ

ループホームにない落ち着いた雰囲気が醸し出されて

いる。さらに日本の障害者施設ではあまり見ることが

ないアトリエが併設され，これらの配慮に文化の違い

がみられる。

　グループホーム利用者の入所期間は 40 年から 50 年

以上の方も少なくない。部屋には趣味とするオーディ

オ設備が備わり，「日常聞いている」との会話から，

個人を尊重した支援やケア実践がなされていると感じ

た。入所者各人は役割を担い，作業の週間スケジュー

ルの作成や実施といった，入所者全員が利用しやすい

企画運営が形成され，自らの考えと業務の実施のもと

各々の生きがいにつながっている 7）ことが理解され

る。

　コミュニティには家族関係・居留地の快適さ・経済

問題など様々な要因がみられ，長期間暮らす生活者に

は，コミュニティ外の地域住民との共生，あるいは接

点の乏しさといった問題も生じる。
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　コミュニティ外の関わりでは，障害者の訓練・支援

などを通じて支援を得ることが可能である。住居は他

の地域住民とは離れた場所にあって，またコミュニ

ティ内で全てが賄える環境であることから，障害者本

人がコミュニティ外と関わる機会は減少する。これか

らの施設は，隣接する地域住民が障害者のコミュニ

ティに入り，障害者ととともに生活するコミュニティ

の形成が必要である。そして，継続・包括的に実践し

ながら共生社会を作り上げる支援が重要である。同時

に障害を持つ方が集まって自立ある一つの村を形成

し，生活していく環境施設の充実と展開を図り，障害

者のことを社会に伝えるソーシャルアクションが重要

となる。

　

３．精神科病院

　訪問したアレキシアーナ (Alexianer) 精神科病院は，

アーヘン市内の中心地に位置する。病院には 220 名の

患者が利用し，職員約 500 名，そのうち 9 名はメディ

カルソーシャルワーカー (MSW) として従事している。

　この精神科病院は，修道院と病院が併設してあり， 
建物も日本的イメージと異なる造りになっている。そ

のコンセプトには，建築物や受付のハード面のほか，

音楽療法といった診療プログラムにも反映されてい

る。具体的には，患者自身が楽器を実際に触り，音楽

を演奏するといったソフトに発想が活かされ，精神疾

患の治療を行っている。

　退院患者はもとより市民の利用も可，という社会復

帰への足がかりとなるデイサービス利用に門戸を広

げ，建物自体は街に溶け込み，福祉を感じさせない，

社会体制の熟成や先駆的な社会保障の充実さ 8）を感

じさせた。特に障害をもちながらも手に職をつける発

想には目をみはるものがあり，リハビリテーションと

しての作品だけでなく，商品として丁寧さを重視する

思いも強く，そのこだわりに重要な意味があると感じ

た。

　平均在院日数は 23 日，退院後は元の地域で生活す

る患者が多く，病院や地域の精神障害者を支援する関

連機関の連携がうまく機能しないと出来ることではな

く，この体制は単身でもアパートに戻ることができる

仕組みを整えている。

　入院当初から退院時のことを考えた面接を行い，直

接・間接的に社会参加の支援手続きを行うことで患者

と社会を結びつけている特徴も大きい。例えばこのよ

うなシステムは，自分が元々住んでいた場所に戻れる

こと，短期間で退院できることが患者の将来への展望

を開き，治療やリハビリテーションに意欲をもたらす

ことを意味する。

　日本と異なるところは物理的な時間であり，特に患

者への支援の遅れや入院の長期化，あるいは社会的入

院の期間の違いは無視できない。日本の精神科医療は，

一般科に比べ人員配置，診療報酬などが低く抑えられ，

集中的な治療やリハビリテーションの提供を困難にし

ていることは，早期退院遅延の一要因であり，精神科

特例と言われるような日本の発想の乏しさともなって

いる。また日本は精神保健福祉士（PSW）の配置割合

は少なく，退院に向けた話し合いの実現も十分ではな

い。精神科病院における精神保健福祉士（PSW）の確

保の不十分は，家族や地域のサポート体制の不足も相

まって，日本の精神障害者の生活自立を困難にしてい

る。（図 1）

４．小児病院

　訪れた Braunschweig 市では，全体で総合病院が 30，

クリニックが 20 あると言われる。その中でベッド数
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100 床，内 20 床の早期離床を主眼に置いた小児専門

病院を紹介する。

　ドイツは実践重視の文化・哲学が市民レベルの考え

方に根付いている。小児病院などにおける医療教育は

実践 8 割，理論を 2 割とする理念のもとで実践されて

いる。外来延べ患者数が比較的多いにも関わらず，診

療は 15 名の小児科医で診療が行われ，看護師は専門

プログラムとして 2 年の勉強を学び，その後オンコロ

ジー専門看護師の資格認定を受けた看護師が入退院に

向けた子どもらの支援や健康を守っている。

　特徴的なのは小児癌をはじめ，多様な疾患をもつ小

児の診療を行っていること，ハードではプレイルーム

の存在や壁の配色・色彩といった，より良い支援を行

う配慮が施設内随所に認められた。

　日本が医療や福祉の面でドイツから学ぶ点は多い。

ドイツでは，病院や施設に限らず大学や家の廊下や部

屋など，いたる所に写真が飾ってある。病院の天井は

高く，光がより差し込む構造配置で，壁やドアなどの

色使いも豊かで，明るい色が施され，病院や施設であ

るにも関わらず，病院の雰囲気を持たない点が特色と

なっていた。特に病室，診察室，廊下はカラフルで彩

色も暖かく，プレイルームでは絵やぬいぐるみがたく

さんあり，病院であってもその生活を少しでも明るく

過ごす工夫がみられた。院内には喫煙場所も設置され，

そこは個室であることから，喫煙者と非喫煙者双方に

対する人権への配慮を感じさせた。

　出会った看護師やソーシャルワーカーは元気が良

く，「ドイツ人は気さくで優しく，明るい」と彼らと

の会話の中から聞くことができた。その内容とスタッ

フ，そして施設や病院の雰囲気を垣間見て，良い人間

関係が築けている 9）ことも実感できた。

　患者や障害を持つ方々の背景には心身に問題を抱え

ていることが多い。病院や施設がそうした明るい雰囲

気にあれば，患者や利用者も不安を大きくすることな

く，治療に専念できることは間違いない。

５．結語

　ドイツの文化の大きな特徴として捉えることができ

るのは，たとえば院内における口論に制限をつけない

ことがある。それは “ 生きていくうえで日常的に起こ

りうることと捉える ” 発想の豊かさ，柔軟さである。

また針を用いた鍼灸を取り入れることや，瞑想を通じ

て自分自身の内面を観察する発想は，人間の持てる力

を最大限引き出すといった理念になっている。ドイツ

は，救済と専門性が各々独立しており，連携を強める

文化でもあることから，これらをみても人間の持てる

能力を高めるためのあらゆる角度からのアプローチは

称賛に値する。

　今まで述べた視点は市民レベルでも定着しており，

歴史の中で育まれたきた実績 10）であって，社会福祉

施設・精神科病院・小児病棟を含む人間を看る目とし

て望ましい。文化・社会的背景，支援・社会保障制度

は，スティグマの生じない普遍的な支援の提供になっ

ていることから，日本がこのような文化に学ぶ点は少

なくない。
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Abstract

This study’s aim is to introduce the actual conditions at medical and welfare facilities in Germany. Social and welfare 
provision in Germany is under the control of non-government institutions, as in Japan. The characteristics were as follows: 
a religious organization manages the medical and welfare facilities, which are large in area and formed as a community, 
providing a secure environment for the daily lives of the residents.

There is a psychiatric hospital in the center of the city, with enough facilities for use by both citizens and in-patients. 
The hospital offers a substantial program of music therapy, patients actually playing the instruments. Thus, the culture in this 
German medical and welfare facilities is characterized by a generous and fl exible conception and by putting principles into 
practice.

The German approach to medical and social welfare is based on a view of fundamental human rights which seeks to 
value and maximally promote humanity and human potential.

Key words： Medical and welfare in Germany, States of social insurance and well-being, community, German culture
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