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介護は
利用者が主役の
時代へ。

日本型CCRC
～これからの高齢者ケア介護2.０へ向かって～

「最後まで健康で自立して生きたい」
という声に応え、
健康寿命を伸ばす。

「管理される立場」から「自立する立場」へ。
「家族の選択」から「本人の選択」へ。

日本型CCRCの三大原則 

本人の
意思の尊重

生活とケアの
連続性の維持

残存機能を
活用した
自立支援

自分の人生の
統合

日本型CCRCの理念は

「高齢者が価値があったと受け入れられる人生」を

支援することです。

・自分の人生はよいことも、辛いこともあった。

・さまざまな方にお世話になったが自分も社会に貢献できた、

・生まれてきてよかった

と思えることを支援することになります。

そして、上図に示すように、「本人の意思の尊重」、

「残存機能を活用した自立支援」、「生活とケアの連続性」を

日本型CCRCの三大原則とし、

「地域包括ケアシステムに貢献するサービスの提供機関」です。 

自立型高齢者住宅推進協議体 特定非営利活動法人高齢者健康コミュニティ
・特定非営利活動法人高齢者健康コミュニティ
・社会医療法人天神会
・医療福祉経営マーケティング研究会
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自立型高齢者住宅推進協議体 

介護
※この事業は「福岡県共助社会づくり基金」を活用して実施しています。 



日本の介護施設は
「健康で自立して生きたい」に応えられていません。

世界の福祉先進国には
「健康で自立して生きたい」に応えられる
環境があります。

課題

自立できる高齢者が、介護施設としての有料老人ホーム、
サービス付き高齢者向け住宅に多く入居・生活しています。
自立した高齢者、および何らかの支援を受ければ自立した生活ができる高齢者が、
介護が必要な要介護者と混在しています。

厚生労働省資料による

自立 自立できる方 要介護３以上
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自立 要支１ 要支２ 要介１ 要介２ 要介３ 要介４ 要介５ 不明
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CCRC

アメリカにはCCRCという住まいの形態があります。
住民が自立して生活できる段階から最期まで、同じコミュニティ内で
住居、生活支援、予防、医療、介護サービスなどを総合的に提供していくサービスのシステムです。
絵画教室や、編み物、チェスなどのさまざまなサークル活動や、家庭菜園、フィットネスジムなどの
心と体の健康を充実させられる設備、また、友達と語らえるお洒落なカフェや本格的で健康的な食事が
できるレストランが揃い、ゆったりと楽しみながら暮らせる環境です。

日本型 CCRC・健康型高齢者住宅で
「健康で自立して生きたい」に応えます。

病院訪問・通所サービス 介護施設

健康型高齢者住宅

今までの高齢者ケア

モデル

目的

ケアの決定者

場所

ケアの優先順位

スタッフの役割

本人の役割

管理モデル
「管理」される立場

介護･障がいの管理

家族

介護施設

介護優先

管理･お世話

指示の遵守 自立して生活･人生を楽しむ

生活支援･予防支援

自立支援優先

健康型高齢者住宅･自宅

本人

生活の質･人生の質の向上

自立モデル
「自立」する立場

これからの高齢者ケア「介護2.0」

＋

サービス付き高齢者向け住宅の入居者

６割の自立できる方が
要介護者を支援する施設で生活をされています。

Amenities

Physical Therapy is a treatment method addressing the 
treatment, healing and prevention of injuries and disabilities. 
The goal is to restore normal movement and function while 
attempting to resolve problems such as pain, weakness, 
loss of motion, or lack of coordination. Our therapy staff 
understands the many challenges involved in the rehabilitation 

they are able to overcome many of the barriers and produce 
positive results. Our therapists place special emphasis on 
working with the families in conjunction with the resident 
to ensure the plan of care developed for the resident is 
individualized and designed to offer the resident the best 
opportunity for a successful rehabilitation. 
Occupational Therapy helps individuals who have physical, 

ability to participate in daily activities. By helping our patients 
“relearn” daily living skills such as the ability to get dressed, 
walk, or perform routine functions, our occupational therapy 
program helps people get the most out of life. Patients who 

 
have limitations in mobility, or who experience memory, 

 
occupational therapy. 
Speech Therapy can help people who have suffered from 
strokes, brain injury, Alzheimer’s or other neurological 
disorders that affect speaking or understanding spoken and 
written material. Through careful evaluation, planning, and 
treatment programs, speech-language therapists work at 
improving a resident’s communication skills and cognitive 
abilities. Our speech therapy program restores or improves 
the patient’s communication abilities, speech/language 

In House Beauty & Barber Shop Services 

Homestyle Dining

Therapy Modalities- Decrease pain and improve range of 
motion. These include Ultrasound, Shortwave Diathermy, and 
Electrotherapy. 

Sensory Room - A “multi-sensory” room that provides 
stimulation and relaxation to all six senses. Great for relieving 
tension, this experience is a hit with residents.

Private Rooms - Personalized to your preference, you are 
encouraged to decorate and furnish their rooms with their own 
personal belongings.

Hidden Garden - Open the gate thru the white picket fence 
and step into the Hidden Garden. You’ve entered a serene 
oasis where you can enjoy the breeze on a two story 
columned porch.

Pond Garden - In the Pond Garden, you’ll discover a 

gazebo and sitting areas.

24 Hours Skilled Nursing Service
Physical, Occupational & Speech Therapy 
7 Days a Week - Short & Long Term Stay
Behavioral Problems & Depression Programs
Lab Services and Pharmacy 
Dental & Ophthalmology Services
Secure Care System - Wandering Residents
Wound & Skin Care Nurse
Registered Dietitian • Therapeutic Meal Services 
Daily Restorative Exercise Program • Hospice Services
Variety of Daily Planned Activities In & Out of Facility: 
Movies, Fishing, Shopping, Painting, Cooking, Quilting, 
Dining Out, Outdoor Gardening, Pet Therapy

Facility Services

病院・介護施設とネットワークし、
安心安全な高齢者の生活環境を創る

日本型CCRCの高齢者住宅では、
一人暮らしが不安、困難になった
方へ、食事、移送、非常通報、生活
相談等の生活支援サービス、介護
予防、健康管理サービス、および、
生きがい・趣味活動のサービスを
提供します。

医療機関と連携し、適時、必要な
医療を提供し、できるだけ健康で
自立した生活ができるサービスの

解決策

充実した「住まい」を提供することで低栄養、筋力低下を予防し、健康寿命を延伸します。
もし介護が必要になっても医療法人が持つ介護サービス、介護施設を利用できるので、最期まで
安心した生活ができます。Continuing Care Retirement Community

(高齢者に継続したケアを提供するコミュニティ)

健康寿命を伸ばす「居心地の良い場所でニーズに応じたケアを受けたい」という希望に
応えるために、地域コミュニティの中にある医療機関、介護施設に、「健康型高齢者住宅」を加え、
「緊密なネットワークを構築した日本型CCRC」を構築します。
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