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障害児・者の医療的ケアを考えるフォーラム（前半）
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「障害者制度改革における医療的ケアと地域生活に関する検討状況等について」
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●はじめに

今現在の医療類似行為については、いわゆるグレーゾ

ーンという取扱についてこれから話をします。このグレーゾ

ーンという取り扱いで、今まで医行為、医療類似行為は家

族には認められている、これを介護現場でできるように法

制化すると言うのが新たな取り組みです。

今日は、障害者制度改革における医療的ケアと地域生

活に関する検討状況等についてです。よろしくお願いいたし

ます。

今、自己紹介しましたように私は、脊損連合会の大濱と

申します。出掛ける時にもこうやって介護の人間と一緒に

出かけているという毎日です。いろいろなことをしておりま

すが、DPI の常任委員会の委員をしております。

それでは、今日の本題である医療的ケアに入っていきま

す。これに載っているのは、現在進行形の医療的ケアの内

容についての一連の通知です。

●何が医療的ケアなのか、現在認められている医療的ケアは

まず平成 17 年、これは医師法 17 条・歯科医師法 17 条に関すること。2 番・3 番が ALS（筋萎縮性側索硬

化症）の痰の吸引等のことです。それから 4 番目が、盲聾養護学校とか特別老人ホームの痰の吸引の取扱い

についてというような項目です。

盲聾養護の特別支援学校では、この中には「協力依頼」という変わった通知になっていまして、この中では経

管栄養の部分もふれられております。

地域生活における医療的ケアです。ここに書いてありますように、これが整理した図です。医療行為ではな

い部分、これはみなさんご存知のように体温測定や血圧、パルスオキシメーター（脈拍数と経皮的動脈血酸

素飽和度（SpO2）をモニターする医療機器）、それから服薬等の介助です。これが医療行為ではない。

それから、グレーゾーンといわれている部分は何だろうか。これは、医行為であるか否かははっきりしていな
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い。要するに厚労省医政局としてもはっきり返答ができませんよというのがグレーゾーンです。たとえば、摘便

や褥瘡の処置、それから人工呼吸器のドレンの水を抜くとか、いろいろな操作のことです。

それから、医療行為ですが、やむを得ず必要な措置ということで、実質的違法性阻却という難しい言葉にな

りますが、そこではたんの吸引が明示されています。

医行為であるにも関わらず経管栄養については、先程の通知の4と 5のところで経管栄養については、特老

（特別養護老人ホーム）や特別支援学校、ここでは、しなければならないのでやってもいいですというようなこと

になっていて、これも違法性阻却ということです。

具体的にこれをもっと詳細に表にしたのが、これです。たんの吸引についてですが、これは在宅、それから特

別支援学校等では○、もちろん特養も○です。

それから口腔内、ここでは在宅・支援学校では OK ですが、特老では×です。気管カニューレについては、在

宅でも OK ですが、これは咽頭の中ということで特別支援学校では×、特養でも×です。

それから経管栄養については、この通知文によって特老と特別支援学校については○がついています。腸

ろうについては、特別支援学校では、やむを得ず必要ですからやってくださいねというかたちで通達が出ていま

す。これが今現在の進行形です。

●医療的ケアの違法性阻却と法的な位置づけについて

では、この中で違法性阻却というのは、法律には違反していますが、やむを得ず法律違反ではなく制度内の

ところで、たとえば民法の270条に関係しているのですが、緊急避難的なことですが、違法性阻却ということで、

法律には違反しているけれども、それを罰することはできない、法律違反ではないというのが違法性阻却という

話しなのです。したがって、そういう措置ではまずいでしょうということで新しい動きが始まってきたということで

す。

そしてこの医療的ケアを巡る最近の動きということで、私たちの在宅に関しては、生活支援行為としてこの

サービスをきちんと認めていってもらわないと困りますということで新しい動きが始まっています。

在宅におけるたんの吸引や特別支援学校における経管栄養、先程の話ですが、医療行為だけれどもやむを

得ず必要な措置という位置づけによること。これが事実的には、違法的阻却ということです。

これに対して医療逆説的な整理ではなく、きちんと法律に位置づけるべきであるということで、特老以外の施

設にも改定すべきではないかということです。

そういう新しい動き、在宅のボランティアでなく、これからヘルパーさんの業務として位置づける。

在宅は、どういう位置づけとなっているかというと、みなさん在宅で介護をしている方はわかっていると思いま

すが、たとえばたんの吸引のときは、お金をもらって仕事としてやってはいけないということになっているのです。

したがって、かたちとしては、たとえば介護者がたんの吸引をしようとすると、そのときはボランティアでやりまし

たというかたちに現在はなっているのです。要するに法律的に認められていない部分でお金をもらうということ

はできない状況です。したがってそういうかたちになっていますけれども、それはおかしい。在宅のヘルパーさ

んができるように位置づけていかなければいけないという意見が上がって、新たに制度化しようということです。

このために厚生労働省の中に「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討

会」という、相変わらず厚労省は長ったらしい文章なのですが、このような検討会が、一番下に書いてあります

が立ち上がっております。

●厚労省の動きについて

この法制化に向けた厚労省が立ち上げる一連の動きを説明します。22年 6月 18日の閣議決定で「規制・制

度改革に係る対処方針」ということが打ち出されています。

それと、今日の資料として配れなかったのですが、今年の9月 26日、総理の指示で「介護・看護人人材の確
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保と活用について」ということで、ここでもどういうことをしなさいということが、つい最近 9 月 26 日に出されてい

ます。これは、総理の指示となっています。

法制化に向けた閣議決定としては、22年 6月 29日、私たちの推進会議の中で 1回目のとりまとめが 6月の

頭に行われまして、それに基づいて 6 月 29 日に閣議決定が行われました。その閣議決定の内容の中に「障害

者制度改革の推進のための基本的な方向について」「障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方」の中の

医療の部分。ここで「たんの吸引や経管栄養等の日常における医療的ケアについて、介助者等による実施が

できるようにする方向で検討し、平成 22 年度内にその結論を得る」というものです。平成 22 年度ですから、来

年 3 月までには一応結論を見なさいということになります。

したがって厚生労働省がこういうかたちの検討会を立ち上げているということがあります。

それから、「在り方検討会」における議論です。厚労省の在り方検討会は、8 月に中間的な方向をまとめてい

るということですが、従来の違法性阻却案で許容されてきたたんの吸引と経管栄養については、これを法制化

の対象とすることにするということで検討会が立ち上がってきた。要するに、たんの吸引と経管栄養については、

きちんと法律の制度の中で認めて介護職ができるようにしましょう。それから介護現場、もちろん在宅もそうで

すが、あとは老人ホームなど、あなたたちもできるようにしましょうという方向がきちんと確認されたということで

す。

在り方検討会の中の次の議論としましては、違法性阻却論で現在行われているたんの吸引や経管栄養の

運用が法制化によって現行制度よりも後退することがないようにということが非常に必要なことです。現行制度

でできていることが法制化することによってできなくなるというのは困りますから、できなくなるということは、在

宅で暮らせなくなってしまうということですし、施設の人たちも施設でどうやって暮らそうかという混乱が起きます

から、これはだめですよということです。

その中で重要なことは、現在筋ジスの人たちや ALSの人たち、それから重度障害者、もちろん私たち頸損の

グループでも呼吸器をつけている仲間がたくさんいますので、現場でヘルパーを育てて自分のたんの吸引をや

ってもらおうとしているような特定の者を対象とする場合として位置づけて、一般的な不特定多数の者を対象と

する場合、区別する方向で決まっていっています。

これからは大事な部分で、これは後段になって説明していきますが、特定の者に対するものと、不特定多数

の者に対する場合と区別して今検討しているというのが現状です。

それで、この不特定多数の者に対する研修、これは先程西村さんが冒頭に話したような内容でして、基礎研

修が講義50時間、演習5回、それから実地研修が、看護師が指導して介護職員等にということで、口腔の吸引

が 10 回とか鼻腔の吸引が 20 回というふうに細かく決まっています。その場合、適切なたんの吸引などの実施

ということで厚生労働省が書いた意見なのですが、こういうかたちで特定の者に対する研修をこういうかたちで

しましょうというモデル事業案です。モデル事業としては、これが行われることになっています。これの準備がだ

いたい年度内には終わる予定で行われています。

次は特定の者、これは在宅の人を意識しています。在宅の人に対する研修です。これは、従来の方程式、重

度訪問介護の研修ですが、20.5 時間の中で基礎的レベルの技術などを習得し、それをヘルパー研修のなかに

包含するということで、20.5 時間の研修で全部終わらせようというのが、モデル事業の中の特定の者に対する

研修です。

その実地の内容というのは、ここに書いてありますように、特定の者に対する研修というのはどういう意味か

といいますと、みなさん胃ろうの介護をされている方、胃ろうの介護をされている方は何人ぐらいおられますか。

手を挙げてもらっていいですか。胃ろうの介護はされていますか。あまりいないですか。介護者を使っている人

は。資格を持っている人はあまりいないでしょうね。わかりました。
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胃ろうの介護の研修をされた方はわかると思うのですけれども、座学は重度訪問介護研修20.5時間の内13

時間ぐらいです。その座学で 13 時間、あとは何かといったら現場の実地研修、要するに OJT（On-the-Job

Training＝教育訓練手法のひとつ）なのです。

たとえば A さんという人のところに介護の人が行って、そこの人についてその人の状況はどうだと、重度の障

害者になりますと一人ひとりみんな違いますから、その人に合わせた形での介護研修をやるというのが基本的

な介護の研修なのです。

したがって私たちは、たとえばALSの中で研修をしよう、モデル事業をしようというのは、さくら会さんでやって

おりますが、さくら会さんでのモデル事業では、実際に重度訪問介護の研修を 20.5 時間終わったあとに、OJT

としてその研修を終わった人が熟練したヘルパーさんと一緒に入って、その中で、早く覚えられる人は、たとえ

ば 2～3 ヵ月でできるかもしれない。なかなか覚えられない人は、半年とか 1 年ぐらいかけて OJT で研修してい

くというのが実際に ALS の現場なり呼吸器等の現場で重度訪問介護の中でやられている人たちの状況です。

これが特定の者に対する研修ということです。

ここでいっているのは何かというと、20.5 時間の研修で全てが終わるものではない。そのあとの OJT 研修で

しっかりやりましょうというのが特定の者に対する研修の位置づけです。

●グレーゾーンの医療的ケアとは

それでは、次にグレーゾーンと呼ばれている医療的ケアのことについてお話をします。

これは、先程の図です。医行為であるか否かは、はっきり決められていない状況ですが、医師法では、お医

者さんでないとできない行為が医行為です。ところが、何が医行為に該当するかは医師法では定義されていな

いということです。

したがって、たとえばたんの吸引や経管栄養とは違って摘便や褥瘡の処置は、既存の政省令では、これを医

行為と規定しているものはない。そのために摘便や褥瘡の処置は、医行為なのか医行為ではないのかが明確

にされていない。いわゆるこれがグレーゾーンの問題ということです。

（注）平成１７年７月２６日医政発第 0726005 号の「医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び保健

師助産師看護師法第３１条の解釈について（通知）」の「Ｑ&Ａ」で「汚物で汚れたガーゼの交換

は原則として医行為でないとしていますが、褥瘡部位での軟膏の塗布等は医行為に該当する

と考えます。」

それで、ここにありますように、今日参加されているバクバクの会の折田さんも一緒だったのですが、私たち

の脊損連合会、それから ALS 協会、遷延性意識障害、JVUN、それから JIL、JIL は呼ネットの人たちと介護保

障協議会などと一緒になって厚生省の医事課との話し合いをもちました。

そして医事課からのそのときの回答として、たんの吸引と経管栄養については医行為だと。したがってこれ

は、法律的にこれから位置づけていかなければまずいでしょうというのが一点目です。

それ以外の医療的ケアについては、個別の事情を見ないと判断できないので、一概に医行為であるとはい

えない。

これはどういうことかというと、たとえば現場に入っているそれぞれの事業所の方が、たとえば A さんという人

に私は摘便をしているけれども、これはいいのでしょうか。それは医行為ですかどうですかと医政局に聞いたと

します。そうしたら医政局は、それに対しては、具体的な内容、現場を見ていないので、これが医行為に該当す

るかどうか、個別具体的状況を判断できないので電話では答えられないという返答をしています。

これはどう言うことかと言うと、どこまでやっていいか医政局もわからないので、ある意味ではやってもかまい

ません。でも、まずいと思ったらそれはやめてください。それはご自身が判断してくださいと。そのように微妙な

ところです。これがグレーゾーンです。
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●入院中の介護について

次に入院中の介護についてご説明します。入院中の介護は、重度の障害者の人たちは入院中の介護を非

常に必要としている人は多いと思うのです。入院中の介護については、障害者が入院する場合、健康なときよ

りも、これは重度の障害のある方たちは結構おわかりになると思いますが、病院に入るとき、要は自分の慣れ

た介護者でないとなかなかできないところが多いわけです。したがって、障害者の立場からすれば、普段から

自分の慣れた介護者、自分の状況を十分に熟知しているヘルパーさんに入ってもらいたいという状況がある。

しかしこれは、自立支援法のルールに制約されている。そのために入れない。そして病院側のルールによって

入院中はヘルパーからの介護は受けられないことになっている。そのために入院したとき余計に体調が、要す

るに慣れた介護の人がいないわけですから、体調が悪化したり、逆にそれを恐れて無理やり自宅療養する。

私などもカゼをひいて肺炎になりますが、ドクターに「あなた、すぐ入院しなさい」といわれても、やはり介護者

と一緒でないと無理でなかなか入院できないのです。したがってそういうかたちで、本当にどうしようもないとき

は病院に頼んで「介護者と一緒に入りますから」といって許可をもらって初めて入院します。そういうようなかた

ちをとります。

自立支援法によるルールの制約です。これをどうやって大丈夫なようにするか。入院中の介護は訪問系の

サービスにならない。これが自立支援法のルールです。居宅介護についてのルールですが、そのまま自立支

援法のルールになっているだけです。

同じく病院側のルールによる制約です。看護は、病院の看護士によって為されるされるものであって、付添

婦のような付き添い介護をしてはだめだというのがルールです。

そして入院中の介護は看護の守備範囲という位置づけになっております。

そこで現在どういうかたちがとられているのか。自立支援法のルール、入院中の介護は訪問系。それに対し

て私たちが今一部で行っているのは、市町村地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業の一環としてヘ

ルパーの派遣を受けるということを行っています。

それから病院側のルールによる制約は、付き添いが例外的に認められている知的障害者の中に、入院時に

も介護が必要な重度障害者もこの中に当然含まれるという厚生労働省の見解があります。これはコミュニケー

ション支援という位置づけであれば、看護の守備範囲には重複しないという位置づけで暫定的な解決となって

います。

しかし、これは、私は福祉部会にも入っているのですが、この福祉部会の中では、新しい総合福祉法の中で

は、入院中の介護をいかにして認めてもらうか。これは必要なので必要な人にはちゃんと認めていくというよう

なかたちに総合福祉部会の中では位置づけていこうということで今検討しているところです。それが実現するか

どうかはこれからの話しですけれども、これは検討中の実際の話です。

次のスライドが実際に入院中の介護を認めている市町村です。これは、地域生活支援事業の中でやってい

ます。2009 年 4 月、まず西宮市からこれが認められました。その西宮市のルールに従って松山市、大分市、そ

れから広島市というかたちで市町村の中で、独自にできる地域生活支援事業の中で入院中の介護というかた

ちだったら認めますよという条件、こういう条件の中で認められてきたという経緯があります。

●障害者制度改革と医療的ケア

最後になりますが、これまで紹介してきた医療的ケアや入院中の介護の問題が、現在障害者制度改革とど

のように関係があるのかについてお話をしたいと思います。

この絵は、障害者制度改革についてです。これは推進会議、障がい者制度改革推進本部、全閣僚で構成し

ています。その下に障がい者制度改革推進会議というのがあります。その下に総合福祉部会。要するに、自立

支援法を改めて 25年の 8月までに新しい障害者福祉法をつくりますよというのがこれです。
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この中に訪問系サービスの作業チームというのがあります。その訪問系サービスの作業チームの中で今こう

いったことが具体的に検討されているというような状況です。

そして制度概念の中には、その他に差別とか、新しい動きでは差別禁止法が書いてあります。西村さんが

いっていますが、これが次の 22 日から始まる予定です。それぞれの作業チームがその下にありますということ

です。

そして今厚生労働省がやっている検討会は、別の部門に一応は重複しているということです。そういう位置

づけになっています。

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会、今のたんの吸引等の在り

方検討会なのですが、これは昨日話されたことです。実は、この訪問系サービスの作業チームの中では、特定

の者に対する医療的ケアの在り方として、この作業チームにきちんと盛り込んで答を出していこうということで

今検討されている最中です。その中に私ももちろん入っていますし、それから人工呼吸器をつけてた ALS の代

表の人もこのチームで作業を進めているところです。

在宅のほうの在り方検討会の中でも、別途というか、これと一緒に平行しながらといったほうがいいでしょう

か、検討会のほうも作業チームの成り行きを見ながらやっていますので、そこと連携しながらやっているという

のが実際の話です。

これは、権利条約の19条、これは有名なところですが、権利条約の19条で地域生活の権利です。障害者制

度改革は医療ケアの問題と関わりがあるかということ、これは権利条約の中できちんと位置づけられていると

いうことです。権利条約 19条では、地域社会で生活する平等な権利を障害者に認めることを国に要請していま

す。

また同条の B 項では、インクルージョンな地域生活の実現のために必要な地域社会支援サービスの提供も

求めている。この地域社会支援サービスは、一連としてはパーソナル・アシスタントが含まれている、記載され

ているということです。この中に私たちは入ってくるという位置づけで考えています。

さらに同条の A 項では、障害者が特定の生活様式で生活するよう義務づけられないと規定しています。これ

は、ご存知の方は何人かはいらっしゃると思うのですが、草案では「施設への収容並びに特定の生活様式」と

いう書き方になっていたのを、成案の段階で「施設への収容」を削除したという経緯があります。

これは、なぜ施設への収容を削除したかというと、これが義務とか、そういうことがなければ、一番下に書い

てありますが、義務でなければ入所施設も許されるというようなニュアンスを一切持たせるのをやめましょうと。

要するに、強制だったら施設、施設も強制ではなくて、自分で施設に入りたいという人も、社会的に施設がない

ような状態にしなくてはまずいだろうと。そういうことでこれが削除されたということです。

要するに施設はこれから不要で、在宅で暮らすのがあたり前にしていきましょうという考え方が根底にあいる

ということです。

それでは、推進会議の中で話し合われた中で、24 時間の介護がどのようなかたちで話し合われたかというこ

とです。

権利条約を批准するための障がい者制度改革ですから、推進会議の意見書よりもそれを反映した意見が支

持されています。自立支援法に代わる障害者総合福祉法の制定についていえば、「最重度であっても、どの地

域であっても安心して暮らせる、24時間の介助制度」という文言がきちんとここでは唱われています。それと「入

所者・入院者の地域移行に向けた体制整備」ということも書き込まれています。

これは、私たちが今現在やっている訪問系の作業チームの中でも、これは金曜日の13時から厚生省の中で

やってきましたが、訪問系作業チームでの議論です。重度訪問介護からパーソナルアシスタントへということで

す。ここでどういうことをしているかというと、見守りや待機や外出介護を含む連続の長時間型のサービス、利
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用対象者は全身性障害者に限定している。経済活動や通年長期の外出、入院中には利用できないという現行

を改めていこうということです。

それと同時に職場の介助者、それから通勤の介助者、それから特別支援教員など、これは全部縦割りの体

制になっているので、これの辺をシームレスに、切れ目なくひとつにまとめていかないとまずいだろうということ

で今話し合っています。見守りや待機や外出を含めて連続滞在型のサービスを構築していく。利用者を知的障

害者・精神障害者・障害児に拡大していく方向での検討。これは、まだ結論は出ていません。12 月中に結論を

出す予定ですが、この方向で今検討中ということです。

入院中介護も含めて制度間の垣根をなくして、シームレスな介護制度にしていきたいということで今これの中

身を検討して、12 月の末にはこれについての報告を推進会議のほうに、総合福祉部会から、上から推進会議

にあげていくというかたちになっています。

●医療的ケアと制度改革の接点

それでは最後です。「医療的ケアと制度改革の接点」ということです。まずパーソナル・アシスタント、一番下

に書いてありますが、これは何かというと、個々の障害者が自分で必要とする介護の内容に即して自分でヘル

パーを育て上げていくというのが理念だということです。（利用者主導･個別の関係性・包括性と継続性）これは、

先程も申し上げたように権利条約の 19 条の B項にも明示されているところです。

権利条約と推進会議の議論にもあるように、今後入所施設から地域移行に進展し、医療的ケアを必要とす

る重度の障害者が地域生活を始めるときにそれを支える介護制度としてパーソナル・アシスタントが必要という、

これがその内容です。

その次に「医療的ケアの法制化」という議論でご紹介した特定の者を対象とした医療的ケアというのは、障害

者本人が中心となってヘルパーを育てていくという意味で、これがパーソナル・アシスタントのモデルのひとつと

いうことです。

私は、ここに現在問題となっている医療的ケアと障害者制度推進会議との接点があると、このような意味合

いを含めています。実際に接点があって、実際に議論しているということです。

だいたい私の報告は以上ですが、かなり短めにその概略を報告をさせてもらいました。グレーゾーンの話、

それから今進んでいる話、今現在の話、これからの話、グレーゾーンの問題はどういうものなのか、入院中の

介護はこれから必要だという問題、そして今現在議論が行われている真っ最中の話としてパーソナル・アシスタ

ントの関係の話です。

かなり広範囲に説明をさせてもらいましたけれども、まだ時間がありますので、もしよければご質問をいただ

ければと思います。

■質疑応答■

■司会

それでは、会場で質問のある方がいらっしゃいますか。

■質問者（女性）

今回お話しにはなかったのですけれども、重症者・児の場合、障害者ケアマネージャーというかたちが必要

になってきていると思うのです。ある関係の中では、在宅的なコーディネーターというかたちで医療ですとか、福

祉ですとか、全てにおいてそういったようなものを実際につくっていく必要があるのではないかということがある
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のですけれども、そのような動きについてわかりましたら教えてください。

■大濱さん

それは施設の中での話しですか。

■質問者（女性)

在宅の障害者のケアマネージャーです。

■大濱さん

在宅の障害者のケアマネの話ですか。

これは、相談支援ということで相談支援の指定基準などをどのように見直していくかということで今なされて

いるマス。新しい法律で今厚労省が考えているのは、支給決定をしてケアプランをつくる前に個別のサービス

等利用計画書を作成ということで相談支援員、正確にいいますと相談支援専門員がこれをつくれるという立場

になってくるのです。その相談支援専門員は、どういう人が必要なのかということが今議論されている最中で

す。

特に身体・知的・精神とありますが、やはりピアの、当事者の相談支援がどうやって関わっていくことが大事

かということがキーだと考えています。ただ、今回参議院の厚生労働委員に出された中では、その辺のことが

かなり明確に相談支援についてということで法律に出されています。

参議院のほうでおそらく今月末ぐらいに可決されると実際に動き出すということになっていますが、相談支援

員の資格要件なども含めて、これを政省令事項でいかにして決めていくかということになります。

私たちが今目指しているのは、やはり利用する利用者さん、当事者、その人にいかに近い人が相談支援をし

て、ケアプランを立てられるか、ケアマネージメントできるかということが非常に必要になってくる。そこには当事

者のサポーターがいかにして入って一緒にやっていくか。もちろん健常者のサポーターの人も一緒にやっても

らう。それは悪いということではなく、左右するとか、そういうことではなくて、それと同時に、ピアのサポーターで

ないと言えないということがあります。精神の方ですとか、知的の方もそうですよね。ピアの人でないと言えない。

健常者が来ていると、「ここまで言ってもいいのかな」と思って、精神の人や知的の人は迷うようなことがあるよ

うなので、やはりそこに健常者の人とピアのサポーターが一緒に入って本当に本人が必要としているケアを、ど

うやって本人につくってあげるか、利用者さんに対してつくってあげるかということが非常に重要なことだと思っ

ています。そこら辺の仕組みが、法律が通ったあと政省令の中でどこまでやるのか。それがこれからの私たち

のある意味では闘いだというふうに理解しています。

■質問者（女性)

ありがとうございました。

私もケアマネージメントから障害福祉が始まっていくと思いますので、是非とも本当に地に足のついた福祉、

なおかつ特に医療的ケアが必要な方には医療と福祉で、いろいろな面で精通した人を育てるという場面も必要

だと思うので、是非そういうことを頑張っていただきたいと思います。

■大濱さん

そうですね。

本当に医療的ケアを受けている人には深刻な問題ですから、その人に必要な医療的ケアは何か。そういうこ

とがわかるケアマネさんがいなくてはいけないし、場合によってはそれに近い管理者がいないといけないと思い
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ます。そういうかたちでケアマネージメント、要するにかたちだけのケアマネージメントではないものにしていき

たいと思います。障害者の場合、それだと生活できないですから。

■司会

その他質問のある方はいらっしゃいませんでしょうか。

■質問者（男性）

障害児の学校へ通う際に、通学の移動手段や学校にいる間もお母さんに同伴して介助を求めます。この点

について国の動きがあればお伺いしたいのですが。

■大濱さん

結構難しい話ですよね。

今おっしゃったように、たとえば教育現場ひとつ考えると障害児が学校に行く場合には教育委員会のほうへ、

義務教育であっても通学の部分で教育委員会が管理していて、訪問系サービスは大変なのです。

ですから障害児が学校に行きたいというと、学校に行くまでお母さんが一緒に行く。働いているといつもお母

さんが一緒に行くことはできませんよね。そういう問題があってここで取り上げている私たちは、そこは提起す

べきではないか。やはり提案すべきであり一体化するべきではないか。

今まで議会に提起して、ここはたとえば教育委員会に上げていく、ここは昔の労働省の労働のほうにあげて

いく。こういうかたちではまずい。やはりそれは、お金を文科省のほうから少しでももらって、学校に行くための、

これは義務教育ですのでお母さんが必ずついて行くというのはおかしな話なので、介護者がついて学校に行け

るようにということです。

それから職場にしてもそうです。職場に行くまでの問題、職場内での介助。これは、ちゃんとできるようにして

いかないとおかしいから、これは今後も議論をしていきたいということ。

これは、一応在宅の訪問系のチーム、私たちのチームとしては、きちんとそれは提案していくつもりでいます。

予算もそちらから持ってきて一律に訪問系サービスの予算が決められてきているので、もちろん省庁の垣根が

ありますから、かなり抵抗があると思いますが、必ず話としては持っていきます。推進会議のほうにも上げて、

できればきちんとこの検討の中にもその文章を書き込んでいく予定ではいます。

あとは、ご存知のように仕分けではないですけれども、現実問題になったときは、省庁は自分の省庁の権限

を譲らず、それぞれの部局内の予算の割り振りというのがあるわけでして、これが実現できるかどうかは、私た

ちの話し合ったことはどうなのですかといったら、それは 100％「はい」とは絶対言えないのです。

それは、市の職員だったら余計おわかりだと思いますけれども、たとえば福祉の予算を他のところから持って

きたいと思ってもなかなか持ってこられませんよね。なかなか省の中でも、市の中でもそういう予算の取り合い

というのは厳しいわけでしょう。そういう現実がありますけれども、やはりこれは違うのではないかということを少

なくとも閣議決定までには案として持っていきたい。

閣議決定されれば、これは閣議の中でちゃんと予算措置に持っていきなさいということで省が決めるわけで

すから、そうしたら可能性があると思いますけれども、その辺が最後の勝負になると思います。

それ如何になると思いますけれども、そこら辺は見守っていてください。

■司会

もうお一方、手を挙げた方がいらっしゃいます。お願いします。
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■質問者（女性)

私は、伊達にあります野ぶどうという重度障害者の方たちのケアホームからまいりました。

私は、今お話を伺いまして本当に困っている案件がひとつありましてお尋ねしたいと思うのです。

実は、入院中の介護の問題なのです。実際問題私たちのところで入院されている重複障害の方で入院をさ

れるときにこういう例がありました。

病院の先生は、完全に肺炎だから入院させなくてはだめだということでした。

ところが看護師さんは、とんでもない話だと。完全看護であるけれども、ヘルパーがつかないのだったら、誰

かがつかないのだったら入院はさせられないという話だったのです。それで先生もすごく困って、私たちに謝っ

て、野ぶどうへ往診など優先的に支援立てをするから、是非野ぶどうのほうで診てもらいたいということがあり

ました。それはしょうがないといいますか、そのようにしか診ていただけないのだなということで私たちで介護の

人を集めて、その方を看させていただいたのです。

その中で入院中の介護は、訪問系サービスの対象にならないということが私たちの認識の中にあるものです

から、そこの時点で市町村の地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業としてヘルパー派遣を受けると

いうことができるということを、今宇都宮でもされていると聞いたので気になるところだなと思ったのです。

このような例が北海道にもあったり、具体的にそういうことを私たちで市にお願いしていって通ることなのか、

今どこまでそういうことがなされてきているのか、是非お話を聞いて、今後、話し合いをしながら取り組めたらと

思いました。すみませんがよろしくお願いいたします。

■大濱さん

私は、昨年野ぶどうを訪問させていただきました。ありがとうございます。

本当に、あそこでは重度な方が結構生き生きと生活されているので感動しました。

やはり、今おっしゃったように、重度の人たちが入院するときは、本当に知的障害、重度な身体障害者でも、

本当にしゃべられない重心の子どもさんにしても、それぞれの意志があったりするのです。その子によっての介

護状況というのは、まるきり一人ひとりが違うのです。そういうことを熟知した人が一緒でないと、入院中はか

えって危険なことになるということです。それがなかなか皆さんには解ってもらえない。

特に、初めてのドクターの方などが来られても、肺炎だから入院しなさいということしか今おっしゃったように

言われないのです。実際問題、肺炎になったその子を入れてしまったら、その子は全部意志表示やらなにやら

全くできなくなってくるので、それは違うでしょうということで市町村とそういうことを話し合ってきたというのが、先

程説明させていただいたマネージメントということなのです。

そのときどういう手法を使ったかというと、ここの一番下に書いてありますが、付き添いが例外的に認められ

ているとして「知的障害者等」というのがあります。この「等」の中に「入院時にも介助者が必要な重度の身体障

害者」、これは重心の人ももちろんそうですが、そういう者が含まれますという見解です。

これは、知的障害者に認められているコミュニケーション事業、要するにコミュニケーションがうまくいかない

ところの人については、付き添いとして入ってもしょうがないのではないか。そういうことでこれが認められてい

るわけです。それを活かしたかたちで、地域生活支援事業というのは、それぞれの市町村でどういう使い方をし

ていくのか決められるわけですから、市町村の裁量に任せられていますので、そこの部分の制度を使ってやっ

ていきましょうというのが西宮で実際に取り組んでいること、西宮市と話し合って西宮市が成していったというこ

とです。

それが、その次の表です。地域生活支援センターは、現実にあるのは、実際にこれぐらいしかないのです。
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ですからこれを私たちの在宅系でやっているのは、このような地域生活支援事業の中で限定してやるのではな

くて、前の事例のように「知的障害者等」という例外的に認められている部分で重度訪問介護という取り決めの

中で認められてもおかしくないのではないか。その予算が増えるわけでも何でもないのですから。

たとえば、その人が1日 12時間とか15時間介護時間を支給されているとして、その中の一部を入院中の介

護に当てればいいわけですから、それで予算が増えるわけでも何でもないということです。

病院側のルールとしては、入院中の介護は家族の守備範囲というが、そういうことで例外として家族の守備

範囲とは重複しない、コミュニケーションの支援の一環ですよという位置づけ、これで重複しないということに

なっています。そういう話し合いを是非伊達市内でしてください。伊達市は、かなり市との関係はよいわけです

から、このような事例が実際にありますよと、それでこういう事例をつくって伊達市内でも入院中の介護ができ

るようにしてもらえませんかと。そうでないとその人はちゃんとコミュニケーションがとれなくて、かえって入院中

危なくて、病院でも危険なのではないかということで話し合っていただければ、おそら伊達市の担当部署の方も

わかってくれると思います。

もし何かありましたら西宮市に問い合わせてください。西宮市には、あちこちからの問い合わせがあるので、

それに対する答えというのを明確にしていただいているというのを聞いています。

■質問者（女性)

ありがとうございました。

やはりコミュニケーションとして慣れているヘルパーさんでないとコミュニケーションがとれない方もいるので、

そういうときの苦しみや痛みを本当にわかっていただくように明日にでも伊達市に行きたいと思っております。

どうもありがとうございました。

■司会

そろそろ予定の時間になってきました。

みなさん、資料の中に「質問票」という紙が入っています。さらに質問がある方は、この質問用紙に書いて受

付までに提出していただければと思います。

それでは大濱さん、本当に長い時間をどうもありがとうございました。

パネルディスカッションの中でも助言者として入っていただきますのでよろしくお願いいたします。


