
142

独立行政法人福祉医療機構 高齢者・障害者福祉基金助成事業

障害児・者の医療的ケアを考えるフォーラム（後半）

～障害児・者の地域生活における医療的ケアの現状と課題と改善策を議論する。～

■パネルディスカッション■

誰もがともに暮らすことができる地域社会を実現するために

～医療的ケアを医療・福祉・介護の現場から考える～

・と き 2010 年 11 月 21 日

・ところ 札幌市生涯学習センター（ちえりあ） ２Ｆ 大研修室

パネリスト：人工呼吸器をつけた子の親の会（バクバクの会）

事務局長 折田 みどり 氏

ＮＰＯ法人あい ホームヘルパー 辻本 美佳 氏

ＮＰＯ 法人医療的ケアネット理事長 杉本 健郎 氏

助 言 者：内閣府障がい者制度改革推進会議構成委員 大濱 眞 氏

進 行 役：北星学園大学社会福祉学部教授 田中 耕一郎氏

■司会

誰もがともに暮らすことができる地域社会を実現するために「医療的ケアを医療・福祉・介護の現場から考え

る」を行います。これからの進行は、パネルディスカッションの進行役である田中耕一郎さんによろしくお願いい

たします。



143

■田中

進行係をさせていただきます北星学園大学の田中です。

よろしくお願いします。

はじめに簡単にパネルディスカッションの主旨についてお話

しさせていただきます。

このパネルディスカッションでは、今日のフォーラムの目的

に基づきまして、福祉･介護･医療の現場から医療的ケアの現

状と課題について考えていきたいと思います。

先ほど、大濱さんからわかりやすく今までの医療的ケアに

関する議論と政策的取り組みについてご説明をいただきまし

た。そのお話の中にもありましたけれども、推進会議では

2010 年度内に医療的ケアの介助者等による実施が実現でき

るような方向での検討をとりまとめるということになっておりま

す。ですから、私たちも、この推進会議における現在進行中の

議論については、注意を傾けておく必要があると思います。

しかし実のところ、当事者、あるいはそのご家族、そしてそ

の方たちを支える支援者たち以外には、医療的ケアに関して

の問題状況というのがあまり見えていないというのが、おそら

く現状なのだろうと思います。

今日の議論の出発点は、先ず、医療的ケアの現状と課題

を共有するというところから始めたいと思います。現状というのは

活が今どうなっているのか。なにが継続的で安全な医療的ケアの

因というのは一体何であったのかということです。

また、いろいろな制約の中で今まで医療的ケアを実践されてこ

したけれども、その実践の中で先駆者であるこの方たちはどのよ

にその実践をとおしてどのような政策的･実践的課題を提起さ

のテーマになると考えます。

おそらく、そこでは直接的なケア、特に安全で継続的なケアを

的な部分と、それを支えるための地域での医療的ケアのシステム

問題というふうにいくつかのレベルでの議論ができるだろうと思っ

それでは、先ずパネラーの皆さんをご紹介したいと思います。

ていただけると思いますので、ここではご所属とお名前だけの紹

まず、人工呼吸器をつけた子の親の会（バクバクの会）の事務

それから、NPO 法人あいのホームヘルパー・辻本さんです。そし

の杉本さんです。先程ご講演いただきました大濱さんにも助言者

す。それでは、みなさんどうぞよろしくお願いします。

それでは早速ですが、まずバクバクの会の折田さんからご報告
、まさに医療的ケアを必要とする人たちの生

提供を阻んできたのか。そして、その阻害要

られた方たちを今日はパネリストにお招きしま

うな知恵や工夫を積み上げてきたのか、さら

れてこられたのか、というようなところが今日

どう確保していくのかという最も直接的で個別

の問題。さらにその外側にあります法制度の

ております。

それぞれのご報告の中で詳細な自己紹介をし

介に留めさせていただきます。

局長の折田さんです。よろしくお願いします。

て最後に、NPO 法人医療的ケアネット理事長

としてのコメントを後程いただきたいと思いま

をいただきます。よろしくお願いします。
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■折田

皆様、こんにちは。バクバクの会の折田みどりと申します。

バクバクの会は、人工呼吸器をつけた子の親の会というのが正式な名称です。親の会と名前がつく会には、

ろくな会はないといつも思っておりますが、バクバクの会はちょっと特殊な会かなと思っています。

私からは障害児・者、当事者・家族が置かれた実態と、これまでの取り組みをとおして大阪での医療的ケア

について報告してくださいというお話をいただきまして来させていただきました。

私には、人工呼吸器をつけて暮らす息子がいます。今日、来る前に息子にこういうことで札幌に行ってきます

と言いますと、なぜと言うのです。なぜというのはなにかといいますと、「なぜあなたが行くの。あなたではなくて

行くべきは僕でしょう」ということです。これは、そのとおりなのです。親ではなくて本来ならば当事者である彼が

来て話をするべきだと思うのですが、今回はご家族の方にというお話でした。

息子はストレッチャー型の車いすに乗っております。飛行機を利用するとストレッチャー席料金という、本来な

ら障害者割引されるところが障害者割増し料金を取られるということで気軽に旅行も行けないというような現状

もあります。

そのようなことで本人は渋々「じゃあ行っておいで」と言ってくれたのですが、その代わりつまらないことをしゃ

べってくるなと言われています。つまらないことというのは、本人にとって都合の悪いことだと思います。

私は、本当にいつもつまらないことしかしゃべれませんので、あとで彼に今日しゃべったことが耳に入らない

ようにしたいというふうに思っています。よろしくお願いします。

それでは、レジュメに沿って話を進めさせていただきます。

●バクバクの会の活動から

まず、バクバクの会のことです。バクバクの会というのは、1989 年に大阪市の淀川キリスト教病院で人工呼

吸器をつけて長期に入院していた子どもたちのご家族の会として発足したのが始まりです。翌 1990 年に全国

組織として活動を広げ、現在全国と、それからハワイと香港にも会員さんがいらっしゃるのですけれども、全国

に 500 名程の会員さんがいらっしゃいます。

会の詳しい成り立ちは、資料の21ページのところの「2010年度バクバクの会20周年活動方針から」のところ

の「子どもたちの命と思いに寄り添って（バクバクの歩み）」というところに少しふれておりますので、お時間のあ

るときにでも読んでいただけたらと思います。

バクバクの会は、設立から 20 年になります。私たちは、人工呼吸器をつけていても、どんな障害があっても

一人の人間・一人の子どもであり、子どもたちの命と思いを何よりも大切にしながら地域の中で当たり前に暮ら

せる社会の実現を目標に活動を続けてきました。

20 年前は、人工呼吸器をつければ病院の天井だけを見て一生を終えるしかなかった子どもたちなのですけ

れども、今では自宅に帰って家族とともに暮らし、保育園や学校に通い、電車やバスに乗ったり、新幹線や飛

行機に乗って旅行したりすることもできるようになりました。

子どもたちの世界も生き方も、取り巻く環境も、この 20年間で確かに大きく変わりました。

では、この 20 年間に直面してきた様々な課題や問題があるのですけれども、そういったものが全て解決した

のかといえばそういうわけではありません。

生きる権利について、入院・入所・在宅・災害時における安全確保について、入院・入所中の子どもたちの生

活の質について、在宅支援について、自立と社会参加について、そして、医療行為がついてまわること。

問題や課題に直面するために、それぞれの家族がそれぞれの地域でそれぞれの生活の場所で日々の暮ら

しを大事にする中で問題や課題を一つひとつクリアしながら何とかやってきて、何とかここまでこられたというの



145

が本当のところです。

当然ながら子どもたちの成長につれて新たな課題や問題にも直面しています。クリアできていない課題もも

ちろんたくさんあるのですけれども、特に今日ここでも取り上げられている医療的ケアの問題は、やはり根本的

に解決しておらず、バクバクっ子の自立と社会参加にとって最大の課題であり問題となっています。

この問題には、医療に対する社会意識、専門家支配と専門家依存の問題と、具体的な行為であるたんの吸

引などを医行為とする制度的な問題があります。これらの社会意識がバクバクっ子に対する恐れと差別を生み

出し、たんの吸引などを医療職に限定する制度により保育所や学校での付き添いをはじめ、生活や行動の全

てを医療職や親と一緒にしなければならず、今でも自立・社会参加を制限するひとつの大きな要因となってい

ます。

そして生きる権利の問題なのですけれども、どんな命も大切にされる社会の実現というふうに目指して頑

張ってきたのですけれども、社会の流れは臓器移植法の改定や呼吸器外しを法的に認めようという動きをはじ

めとして、確実に生きる価値のある命と生きる価値のない命を線引きしていく方向に進んでいます。

子どもの最善の利益を看板に掲げる看取りの医療や選択的医療、私たちは選択的治療停止といっているの

ですけれども、そういうものは優性思想や効率主義の意図が透けてみえますし、命の線引きの基準がどんどん

緩められ、重度障害者の命の切捨てが拡大していると感じています。呼吸器をつけた子どもたちの命が社会的

に脅かされつつあるとひしひしと実感しているところです。

今日は、時間がないのであまり触れませんけれども、やはり本人の拒否の意志がなければ家族の同意だけ

で 0 歳から脳死下での臓器摘出を可能とした「改定臓器移植法」は、私たちは決して容認できません。そもそも

0 歳の子どもは、どうやって拒否の意志を示せるというのでしょうか。

今そこにあるがままに存在しているということは、自分の意志で生きているということなのであり、拒否をして

いることになるのであろうと私は感じています。

子どもの命は子どものものであり、親だからといってその命を勝手に扱うことは許されてはならないことだと

考えています。

●バクバクの会「いのちの宣言」

これは、今年7月31日に東京で行われた20周年記念の定期総会の様子です。全国から100名程の会員と

人工呼吸器をつけた子どもたち、このときは 15 人～16人の子どもが集まりました。

今年は、このような状況でしたので、「今こそ“いのちを考える”人工呼吸器からつながる未来へ世界へ」とい

うテーマで命の問題にどう立ち向かっていくのかという講演会やシンポジウムを行いました。毎年持ち回りで全

国各地で開催しているのですけれども、この定期総会は、会で最大のイベントとなっています。

資料の 20 ページ、「バクバクっ子・いのちの宣言」をご覧ください。

これは、この 20 周年記念総会で採択されたものです。命を脅かされる状況がどんどん広がることに対して自

分の命は自分のものだと、勝手に奪うなという子どもたちからの強烈な命のメッセージとして出されたものです。

それを読みます。

ひとつ：わたしたちは、みんな、つながっているにんげんです。いっしょうけんめいにいきています。

ふたつ：いま、せかいは、いのちのじだいです。わたしたちには、そのいのちを、ひとりのにんげんとして、た

いせつにすることが、もとめられています。

みっつ：どのいのちも、ころしても、ころされても、じぶんでしんでもいけません。とおといしにかたは、ありませ

ん。とおといいきかたと、とおといいのちがあるだけです。

よっつ：わたしのかわりも、あなたのかわりもありません。わたしたち、にんげんは、わたしたちのいのちを、

せいいっぱい、いききるだけです。
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いつつ：わたしたちは、わたしたちのいのちをうばうことをゆるしません。わたしたちは、わたしたちをぬきに、

わたしたちのことをきめないでとさけび、ゆうきとゆめ、きぼうをともだちに、にんげんのいのちのみらいにむか

います。

このようなものなのですが、なかなか胸に迫るものがあるかと思います。

命というものの普遍性にふれた宣言を、日本だけではなくて世界に向けて発信して命の大切さということをア

ピールしていきたいというふうに考えています。

●看取りの医療から生きることを考える

もうひとつ最近考えたことといいますか気がついたことをお話しさせていただきたいと思います。

それは何かといいますと、バクバクの会の発祥の地である淀川キリスト教病院なのですけれども、この淀川

キリスト教病院は、現在子どもの看取りの医療を推進していることで有名な病院です。看取りの医療というのは、

死が間近に迫っている子に対して人工呼吸器をはじめ過度な治療をしないで、または治療を中止して安らかな

死を迎えさせるという医療なのだそうです。

杉本先生、このような説明でいいですか。またあとでフォローしてください。

一方でこうやって人工呼吸器をつけて生きるという取り組みを支援しておきながら、他方でこのように命を線

引きして死を早めるということを推進しているという、そういう相反するようなことの 2 つを淀川キリスト教病院で

やっているわけなのです。

私には、どうしてそういうことができるのかというのが理解できなかったのです。ドクターたちは、そういう相反

することをして自分の中で矛盾はないのかなと思って、先生とお話をしても矛盾はないというのです。

なぜ矛盾はないのかとずっとずっと考えていたのですが、それがドクターにとって矛盾はなかったのだという

ことにやっと気がつきました。

それはどういうことかといいますと、人工呼吸器をつけた子どもたちを、バクバクの会の取り組みの中で病院

から戸外に出したり、家に帰したりしてきたということは、実はそれもターミナルケアの終末期医療の一環として

始めたものであったということなのです。

人工呼吸器をつけた子らに命の輝きをと支援したのがターミナルケアであって、同じ看取りの医療に通じて

いくものであった。だからドクターにすれば矛盾はなかったということだったのだと思います。

要は、とりあえず延命はしたけれども、もうあまり生きられない。たぶん、もうすぐ死ぬだろうと思っていた子ど

もたちの命を一瞬でも輝かせてあげよう、家族とのよい思い出をつくってあげて、いずれ安らかな死を迎えさせ

てあげようとの思いで始まった。それが呼吸器をつけた子どもたちを戸外へ、家族のもとへという取り組みに

なっていったのではないかと思っています。

ただ、ここに予想外のことが生じたのです。それは何かというと、もうあまり長く生きない、もうすぐ死ぬだろう

と思って帰した子どもたちが、お医者様や、もちろん私たち親の想像をはるかに超えた生をつきつけて、いきい

きと生きて、成長して、世界を広げ、呼吸器をつけて、地域で当たり前に生きるということまでも実現するように

なっていったのです。

病院からすればバクバクの子どもたちは、本当に予想外な存在であったと思うし、ある意味このターミナルケ

アをやったことは誤算だったのではないかというふうに最近思っているのではないかと思います。

今バクバクの会の子どもたちの存在というのは、そのターミナルケアを越えた予想外の存在としてあるし、既

に医療の範疇を越えたところに子どもたちの生活というものがあるのです。ですから、その医療的ケアのことも、

いつまでも医療に絡め取ろうとしないで、管理しようとするのではなくて本当に一人の生活者として認めて生活

支援行為としてサポートしていくのがいいというのが私たちバクバクの会の考え方のひとつです。

こうやって本当に生きる力というのは、医療でも計り知れないのだということを見せ付けてくれたのは、本当

に紛れもなくバクバクの会の子どもたちであったし、私たちもそんな子どもたちから日々教えられ、鍛えられて

やってきました。だから本当に子どもたちの命と思いは大事なのだといえる会になっていけたのだろうというふ

うに思っています。
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今の脳死判定にしても、看取りの医療にしても、本当に生きる命は計り知れないのに計ろうとしています。や

はり初めからそこに間違いがあるし問題があるというふうに考えています。

●息子について

バクバクの会は、そのような会で、私は 11 年前ぐらいから事務局長をしております。後半は、生活支援行為

としての医療的ケアの実践においての事例ということで、息子のことをとおして少しお話をしていきます。

これが息子です。

大変男前で、最近髭を生やしたりして、無精髭なのですが、お洒落に余念がない 21 歳です。

先程の大濱さんの話しでは、グレーゾーンという話が出てきましたが、私たちのやってきたことのほとんどが

グレーゾーンで、何か闇に紛れてやってきたというところが実際のところなのです。それでも彼は、今自立生活

をしているのですが、どうやってその自立生活が今できているのか、できていったのかというようなことを少し時

間があったら話をしていきたいと思いますが、もう時間はないですね。すみません。

私は、ずっといつも思っていたのは、ケアできる人がたくさんいることが彼の生活を安全に豊かなものにする

という、そのような考えをもってやってきました。

これは、かわいい頃の息子です。息子は、涼という名前ですが、彼はウェルドニッヒ・ホフマン病という病気で、

生後 6 ヵ月から人工呼吸器を使用しています。1992 年に退院をしまして、翌年から地域の保育所、それから地

域の小学校、中学校、そして普通高校を卒業しました。大学も受験したのですけれども、立派に落ちまして、「も

う俺は勉強したくない」というので、今は就職浪人中です。就活もやっているようでやっていないような、ちょっと

半分プー太郎のような生活をしております。去年の 6月から自立生活を開始しています。

少し学校の様子などを持ってきました。

実は、バクバクの会には、今 0 歳から上は、たぶん 40 歳過ぎの呼吸器をつけた当事者の方が 250 名ぐらい

いらっしゃいます。その中で気管切開をして 24 時間人工呼吸器をつけて自立生活ができているのは、たぶんう

ちの息子だけです。やはり医療的ケアの問題が一番大きくて、自立していくには、そこの問題がクリアできない

場合はなかなか厳しい状況にあるということがいえます。

息子の場合は、昨日・今日の取り組みがあって、今の彼の自立生活があるのではないかということです。

彼が退院した当初と、今とでは本当に時代背景も社会的な環境もかなり違います。今のようにヘルパー制度

も訪問看護もない、本当に何もない、ないないづくしの時代だったのです。でも、何もない時代だったからこそで

きたということもありました。

そして、今のように息子が自立生活ができているのは、実は、皆様ご存知の日本で初めて人工呼吸器をつ

けて自立生活をされた佐藤きみよさん、彼女との出会いが本当に大きかったのです。

私が彼女と出会ったのは、たぶん息子が3歳か4歳か5歳ぐらいだったと思います。呼吸器をつけて一人暮

らし、自立生活ができるのだということが本当に彼女をとおしてわかって、その彼女の姿を見て息子にもそのよ

うな将来があるのだなということに希望を持って実感できました。ですから、いずれは息子もそうやって家を出て

いきたいといったら出て行けるような、そのような環境をできるだけ、親としてできることはやっていこうというふ

うに考えてやってきました。

●人工呼吸器をつけての生活

人工呼吸器をつけていれば 24時間のケアがもちろん必要になります。24時間 365日親だけがケアし続ける

ことは本当に当然無理なことです。親が疲労して倒れれば息子は生活を維持するどころか、命そのものが危険

にさらされます。そんな危うい生活を彼が本当に望んでいるわけではないというふうに思いました。

そして保育所に通い始めた頃、保育所での医療的ケアを含めた受け入れがされていくようになったときに、
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本当に安心して自分の体をまるごと委ねて先生方に信頼をよせる息子の姿を見て、本当にケアできる人がたく

さんいることが彼の生活を安全で豊かなものにしていくのだなということに気づかされました。この 2 つのことか

ら日常生活のどんな場面においても医療的ケアを含めてできるだけたくさんの人に関わってもらおうと、そのよ

うな実践をしていきました。

医療的ケアの取り組みは、安全に豊かに暮らすための実践であり、その実践の積み重ねがあって今の生活

があるということだと思います。

このようなことでそれぞれの時代等で関わる人も変化していったのです。小学校時代は、友達と書いていま

すけれども、本当にクラスメイトが、吸引をしていたらアンビューでバクバクとしてくれたりですとか、友達の家に

遊びに行ったら、そこのご両親がアンビューしてくれたり、本当にいろいろなケアを含めて関わってくれました。

うちの場合は、小学校 5 年生から親の付き添いがなくなりました。それは、池田市の福祉課から看護師資格

のある介助員を学校に派遣するという、市単費の要綱ができまして、そのことで親の付き添いがなくなり、その

看護師さんと教師とが連携してケアにあたりながら学校生活を支えてくださったということです。

この頃には、もうホームヘルパーの制度があったのですが、まだ措置の時代で、実費はかなり高額でした。

特別児童扶養手当などをもらっていましたので、そのお金は本当に彼自身が使うべきお金だと思っていました

ので、彼にとって必要なことに使うためにそのお金を全部つぎ込んでヘルパーさんに来ていただくということもし

ていました。

中学校・高校になりますと、結構ヘルパーさんの関わりが高くなっていきました。それは、支援費制度ができ

たり自立支援法に変わっていったということもあったと思います。

最初は、ボランティアさんという、本当に不確実な支援が主だったのですけれども、やはり公的で確実な支援

が提供されつつあるようになったということは、地域での自立した生活を安定させるためには大きなステップに

なったかと思います。

2003 年の支援費制度が開始されたときに、やはり医療的ケアも含めたヘルパーさんを派遣できるところを探

したのですが、どこもなかったのです。それで仕方なく私たちは NPO で事業所をつくりました。そこに寄ってきた

人、ヘルパーさんに教えるわけです。それで、できる人を徐々に増やしていったということがあります。

自立支援になって今、重度訪問介護で、涼の場合は 974 時間出ているのですが、安全面とヘルパーさんの

身体的・精神的負担というものを考えて、常に 2人体制にしています。ですから実質 487時間しか出ておりませ

んので、まだまだ本当に完全自立までには至っていないということが実際のところです。

これは、ヘルパーさんが吸引しているところです。私たちが医療的ケアを含む支援をやっていくときに、やは

り一番気にかけたのは安全性の確保です。人の手が増えるということは、生活は豊かになるけれども、やはり

人がすることなのでミスやトラブルも必ず起こります。人にしても機械にしてもそうなのですけれども、ミスやトラ

ブルは必ず起こりうるということを前提にした研修ですとか知識や技術の習得というのは、やはり必要になりま

すので、そのようなことは本当に 1 日で習得できるようなものではもちろんありません。ときには一緒に出歩い

たり旅行したりといった、そんな経験の積み重ねが必要になってくるし、そうやって全て任せられるヘルパーさ

んというのを育てるには、それなりにも時間がかかりました。

でも、専門的な知識があるからといって、その人がすぐにケアができるかといったら、それは違うと思うので

す。本当に個別に応じた、その人に慣れるといいますか、それがないと任せることができないと思っています。

私たちは、このように本人・家族による研修ということで「生活ケア便利帳」というのですが、こういうものをつ

くって、これをもとにケアとサポートについて、ケアの実践、それから機械の説明であったり、ミスやトラブルの事

例であったり、こういうときの対処法であったりを含めて研修をしています。これをもとに学校でも先生方にもし

ましたし、それからヘルパーさんには必ず受けてもらっています。もちろんボランティアで来ていただいた方にも



149

そうです。

うちの場合は、トラブルがないので、カニューレの交換もやってもらっています。やはり緊急に抜ける可能性

がありますので、抜けたときには入れないといけない。気道の確保と呼吸の確保が大切だということでカニュー

レ交換をしてもらっています。

それから、主治医による研修です。これは、基幹病院が池田の市民病院なのですけれども、そこの学校の看

護師さんや先生が同行して行ったときにカニューレ交換と吸引の練習をしてもらったということです。ヘルパーさ

んに対して研修してもいいよといってくれていたのですが、なかなか時間がとれなくてできていません。

ただ、ヘルパーさんも今病院には同行していますので、病院に同行したときに、もちろん家でも交換している

のですが、ドクターの前でカニューレの交換などをやって見てもらっています。

ドクターは、カニューレの交換はすごく下手です。この間、「僕、久し振りにやってみようかな」といって、やって

みたら入らなくて、ちょっと死にかけたりして、折田君も先生は嫌といっていました。

それからサービス提供責任者による研修というのがあります。これは、本当に熟練した介護者が新しく来た

ヘルパーさんに随時教えていく、付っきりでも教えるということです。

それから医療的ケア講習会の開催です。これは、私たちが独自にやっている医療的ケアの講習会で、生活

習慣であったり、医療的ケアというのはこういうものだという考え方を含めたものをやったり、医療的ケアの基礎

知識と実習ということで、実際に吸引の器具を使って実習をしてもらったりしています。

サポートノートというものをつくっていまして、これは日常のケアであったり日々の体調であったり、日々起

こった何か小さなミスやトラブルがあったらそれも書き込むようにして、ヘルパーさん全員でそれを共有化して

同じようなことが何回も起こらないようにするというようなことをしていっています。

これは在宅医の研修です。2009 年 10 月に胃ろうを造設しました。その胃ろうは、在宅医の先生が交換してく

れているのですが、そのときにヘルパーさんにやってもらったり、管理のことをお話ししてもらったりしています。

●自立生活への課題

完全自立への課題ということなのですが、課題は、まだまだ 24時間365日介護保障されていませんし、特に

同性介助も確保できませんし、経済的な自立もできていないということがあります。

私は、一番最後に書いてあるパーソナルコーディネーター。これが本当に必要だと思います。先程重心の方

で質問をされた方がいましたけれども、私たちはこのパーソナルコーディネーターの育成を今しています。

それは何かといいますと、親ではない第三者で、もちろんパーソナルアシスタントもできて、彼の生き方も含

めた本当に人生全般に亘っていろいろな支援をしながら、共に人生をつくっていくことができる人。人生の伴奏

者のような人といえばいいのでしょうか、そういう人が必要ということで、助成金をもらっていますので月 5 万円

払って、そのパーソナルコーディネーターという役割を今やってもらいながら一緒に生活をしてもらっているとい

うところです。

今までは、親が横からあれこれ口を出して「ああしたらどう、こうしたらどう」といってきたのですけれども、そ

れも親が出る幕ではないだろうということで、そういう人を何とか見つけてやっています。でも何か資格を持って

いるかといったら、何もないです。重訪の資格を持っているだのです。本当に隣のお兄ちゃんなのですが、か

えってそういう人のほうがいいかなと思って、今は本当に手探り状態なのですけれどもやっているところです。

そういうことでヘルパーさんが当たり前の生活支援行為として医療的ケアを行うためにということでいろいろ

こういうことをしています。

●医療的ケアの普及活動

ひとつ、医療的ケアの普及活動ということで、きみよさんもそうですが、涼たちが自立生活を送れているという

ことは、本当に決して特別なことではなくて、誰にでも可能なことですし、またそれが可能になるような社会にし
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ていかなければいけないのです。そのためには医療的ケアというものを地域生活の中で位置づかせて、誰でも

が支援できるように、地域で暮らしていくための医療的ケアというものを普遍化させていくということが必要だと

思いまして医療的ケアの普及活動ということをしています。

またその中でも生活支援モデル事業ですとか地域移行支援事業というようなこともやっています。これは、中

学校に講演に行ったときに、中学生にもアンビューバックをやってもらったり、これは吸引シュミレーターQ ちゃ

んを使っての実習です。

これは、高校生なのですけれども、涼が通っていた高校で、地域福祉の授業で先生が呼んでくださって、高

校生にも医療的ケアを教えています。

これは、私たちがやっている講習会です。これは、理学療法士さんがたんの出し方の講習であったり、看護

師さんによる基礎知識の講義なのですが、必ずこのように彼がそばにいます。実際に当事者を目の前に語ら

れると、本当に医療的ケアというものが生活に即しているということが講義を受ける人たちにはわかりやすいよ

うで、必ずこのように彼が一緒に参加しています。

最後には、人数は限定されるのですけれども、実際に吸引の実習もしてもらっているということです。

これは、若い呼吸器をつけた子どもたちなのですが、やはり彼らにも将来があります。大きくなったら折田の

お兄ちゃんのように自立生活ができるかもしれないということで、このように見学に来られたりしています。彼女

も今は、自立に向けて体験宿泊といいますか、月に 1回ぐらいヘルパーさんと一緒に来られて、家ではないとこ

ろで過ごすということを経験されています。

これは、杉本先生のところでもお話が出るのかもしれませんけれども、びわこ学園に入所されているお子さ

んです。彼は、自宅に帰ったことがないのです。自宅は、大阪の南のほうにあるのですが、なかなかその地域

の受け入れも整わない、学園もなかなか出すことができない。しかし、家に帰りたいという思いを受け止めて、

少しずつなのですが、支援をしていっているところです。

これは、涼さんの住んでいる家に2泊3日でご家族と一緒に施設から出て宿泊をしたという経験をされました。

このときは、ちょうど夏祭りの最後だったのですが、みんなでお祭りにも行って、楽しんで帰られていきました。

このときは、ドクターがびわこ学園から箕面まで 1 時間ぐらいなのですけれども、その間に急変したりすると

困りますし、何かあったときの見守りが必要ということで、涼の在宅医の先生が車に一緒に乗ってくださって送

迎に付き合ってくださいました。

これは、もう一人、バクバクの会の大ちゃんです。大ちゃんもびわこ学園に入所されていまして、高校を卒業

すると、もう学校がなくなるので日中活動がすごく減るようなのです。やはり 1 日ボーッと天井を見ているだけで

過ごしている彼を見ているのは忍びないとお母さんはおっしゃっていまして、「それだったら涼君の家に 1 回お

泊りで遊びに行ったらどうなの」と言ったら「そうだね」と言って、このときは電車に乗って来られたのです。びわ

こ学園の主治医からは、なぜ電車で行くのかとすごく反対されたそうなのですが、やはり電車にも乗せてやりた

かったということで電車に乗って来られました。一緒にみんなで鍋を突っついて楽しんで帰られました。

そのようなことで本当にこのように要望活動をしたり、いろいろやってはいるのですが、何かあまりこの辺の

要望活動の効果はあるのかなと、全然声が届いているのか届いていないのかわからないような、そんな感じな

のです。

●医療的ケアは人権の問題

最後になりましたけれども、医療的ケア問題は、人権の問題というふうに書きました。簡単に言ってしまって

それで済む問題ではないのですが、やはり根本的な問題はここにあると思っています。

厚労省で行っている検討会などでも盛んに医療・福祉の連携が大事だというふうにいわれているのですが、

これまでの経験からいうと、本当に連携すればするほど生活が窮屈になっていくのです。なぜ窮屈になるのか
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と思うのですが、それは医療的ケアが必要な人も一人の人間として当たり前に生きるための支援・サポートに

なっていないからなのだろうと思います。

医療にしても福祉にしても障害のある人は、管理された生活を強いられています。連携・協同するのだったら、

人権・権利の問題をベースにした取り組みをしていただきたいと思いますし、だからこそ「当事者抜きに物事を

勝手に決めるな」という息子からの最後のメッセージをお伝えして、本当に長くなって申し訳ございませんが終

わりにさせていただきます。

ありがとうございました。

■田中

ありがとうございました。

息子さんの涼さんの事例をとおして、医療的ケアを受けながらの自立生活がどのような関係の中で支えられ

てきたのかということについてお話をいただき、また、その実践を通した具体的な提案をしていただけたと思い

ます。ありがとうございました。

それでは、続いて辻本さんにお願いいたします。

■辻本

続きまして NPO あいでヘルパーをしております辻本のほうから画像を使って、私の日々の働いている、医療

的ケアをしているヘルパーとしてのお話をしたいと思います。

昨年の2月にNHKで、関東近県で放送している「首都圏ネットワークニュース」という番組がございまして、そ

の中で私どもの NPO あいで行っている医療的ケアの特集を組んでくれました。その映像が、これです。その後、

全国でも一度流れたのですが、北海道で見られた方がいるかどうかはわからないのですが、流させていただこ

うと思います。10 分少々の映像です。ちょっとご覧ください。お願いいたします。

(ビデオ放映)

■辻本

今のが、去年の 2 月に NHK で放送されました映像です。あちらに行って取材を受けましたのも私だったので

すが、あのようなかたちで医療的ケアを研修の後、ドクターから認定を受け、そして利用者様のケアを行ってい

ます。

今から医療的ケアについてどういうものか、画像を流しながらお話ししていきたいと思います。

●医療的ケアとは

先程から何回も医療的ケアというお話が出ていますので、大体おわかりかと思います。吸引、経管栄養、導

尿、呼吸管理、こういったものが日常生活のひとつではあるのですが、医療的行為であるといわれているもの

です。

吸引とは、たんを口から出すことができないので、吸引器を使いカテーテルで口鼻腔や気管切開(カニューレ)

部より、吸引する、吸い出すということです。

経管栄養というのは、口から食べることができないのでチューブを鼻腔から胃に通したり、もしくは腸にダイレ

クトだったり、胃のほうにダイレクトだったりとか、そういったことで栄養を取る、いわば食事です。

先程もありましたが、平成17年度にALS以外の疾患・障害の方にも、やむをえない措置としてたんの吸引を

認めるといわれたのです。ですが、そのときの通達に対して原則としてこういうことが必要ですよということを厚

労省はいってきました。
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それは、ヘルパーに対して主治医・訪問看護師が連帯・連携をとれるようにすること。ヘルパーに対して医療

知識と医療的ケアの実地訓練をすること。ヘルパーと本人・家族とが文書により同意をすること。以上の旨が

整った上で医療的ケアを行っても良いということでした。

ヘルパーに対して『主治医と訪問看護師が連帯・連携をとれるようにすること』というこのひとつが入ったこと

により、今までグレーゾーンで可能だったところがちょっと厳しくなってきたのです。ですから、今日私がお持ちし

ましたこの冊子の 4 ページのところに、調査として八戸大学の先生がたんの吸引を経験したヘルパーを調べた

データで平成13年のときには 6％いたものが、19年度には 5％に減ってしまっているというのがあるのです。こ

れがナースとの連携、主治医との連携という通達が入ったことによって、きなくなってしまったというのが問題の

ようです。

●医療的ケアを行うために

NPO あいは通達の中にあった 3 つの条件をクリアして医療的ケアに取り組んできました。そして万が一、事

故が起きた場合に備えて、ヘルパーと利用者さんを保護するために保険に加入するべきだと私共の福田は考

えました。そして数社の保険会社と何度も話し合い、ようやく保険加入ができました。たぶんこれは、すごく珍し

いことだと思います。

ヘルパーですが、ナースと同等の保険に加入しまして、私たちヘルパーが医療的介護・介助をするときに事

故があっても保障をしてくれるというものです。こうしたバックアップがあるので、私たちも「よし、頑張ろう」という

気持になります。医療的ケアを行うことに対し消極的で「危険を伴うかもしれない、何かあったらどうしよう、それ

だったらお風呂に一緒に入って介助したり、食事をつくったり、そのぐらいで私はいいのよ」というヘルパーもい

ると思います。でも「大丈夫、私たちがいるから。こちらでちゃんと保障するから大丈夫だから安心してやってき

なさい」と言われると、私たちも「じゃあ頑張ろう」という感じで、この保障をとてもありがたいと思っています。

利用者さん、そしてNPOあいの訪問看護師、訪問看護ステーション、そしてその隣にドクターと三角形ができ

ています。利用者さんとナースは、訪問・相談でつながっています。利用者さんと担当ドクターは、定期的な外

来・診察などで相談・信頼の関係ができています。NPO あいのナースステーションのナースが、担当ドクターと

連絡を密にすることによって指示を受け、その利用者さんに対して把握ができるというような三角形をとってい

ます。NPO あいには、ナースステーションも併設されているので、NPO あいのナースステーションから今度は、

ヘルパーステーションに話がきて、「今の利用者さんの状況はこうですから医療的ケアに関してはこうしましょう、

ああしましょう」と指示がくるようになっています。

そして実地指導として、先程の NHK のときの映像にもありました実地訓練用の人形、あいちゃんの他もう 1

体購入しまして、その 2 体を使って吸引の訓練、練習をしています。

さらに文書による同意に関しては、この冊子の中に私たちが医療的ケアをするにあたって必要な書類という

のが全て記載されています。こういった書類は、全て私どもの福田が利用者さんの担当医や特別支援学校の

先生にご相談をし、独自につくった書類だということです。この書類によって私たちは、医療的ケアができるよう

になります。

●今後の課題

そして、NPO あいとしての今後の課題です。ヘルパーと看護師が自宅、居宅以外への派遣がもっとできるよ

うにということ。例えば利用者さんの訓練同行、学校内でのケアや学校行事の同行(社会科見学や遠足など)。

それからヘルパーに医療的ケアという今まで入っていなかったケアが加わるため、その分の手当てとしてプラ

スαをしたい。この二点がこれからの課題であると福田は申しておりました。

あとは、ナースステーション・ヘルパーステーションがともにあるので今以上に連携の強化を図っていくという

こと。
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また、医療的ケアといっても生活、生きていく上に必要なこと、日常のひとつであるので通常介護ととらえる

べきではないかということも福田は申しておりました。

私ども現場で働いている人間としましては、その尊厳ある暮らしという中で、医療的ケアができていなかった

ときには、私が訪問しても、先程の映像ではないのですけれども、お母様なりご家族の方がそばにいないとい

けないのです。私たちヘルパーが訪問しても、お母様は休めないのです。先程のお母さんは毎日睡眠時間3時

間とおっしゃっていましたが、「ソファーでどうぞ休んでください」と言うと、5 秒もしないうちに寝られるのです。本

当に疲れていらっしゃる。そういう方を、利用者さん、お子さんがコンコンと咳をした。吸引しなければと思うと、

「お母さん、ごめんなさい。吸引してもらっていいですか」と起こさなければいけない。本当に私はそういうときは

切なくて切なくて、「これを私ができたらお母様はこのまま 30 分でも寝られるのに」と思っていたのです。

NPO あいでは、先駆けとしてこういった医療的ケアに取り組み、実際にできるようになって本当に私はうれし

く思いました。

そして医療的ケアがヘルパーにもできるということは、そのケアをしてもらう障害の方、お子さんとの信頼関

係が築けるのです。お母様しかできなかったこと、家族にしかできなかったことが、ヘルパーもできるようになる

と、吸引しながら「今日は吸引いっぱいあるね、たんがたくさんあがってきているね」とか、「鼻のほうにたくさん

あるけれどもカゼ気味じゃないの」とか、「ちょっとたんに色がついてきているから疲れているかな」といいながら、

コミュニケーションもとれるのです。

今日は、吸引のことがとても出ていますけれども、経管栄養に関しても消化の状態はどうかなとか、胃の中

に残っているものにたとえば血液の塊、コアグラというのですけれども、そういうものがあるとストレスかなとか、

このように医療的ケアから、体調もよくわかります。彼や彼女らと私たちをつなぐのに医療的ケアがコミュニケー

ションのひとつになっていると強く感じました。

このように医療的ケアをヘルパーができればお母様が外出することも可能です。

けれども、急に具合が悪くなった、急変したということも私は過去に経験をしました。

そのときは、お母様はご在宅しており、NPO あいのナースも一緒に訪問していたので、ナースとヘルパーの

二人体制でした。急変によってお母様は動転されてしまったのです。救急車を呼べないのです。「どうしよう、ど

うしよう」と言って電話を持って右に左に動くだけで何もできなくなってしまったのです。

ナースが医療的なことは当然できますから、いろいろな措置をしました。そして私がお母様に代わって救急車

を呼びました。「こういう状況です。かかりつけは××病院です。担当のドクターは○○先生です」ということを救

急車を呼ぶ際に全部伝えました。この利用者さんとは訪問して丸 5 年が経っていましたので、彼のことはすごく

わかっていたので救急隊員への説明も事なきを得て、自分でいうのも変ですけれども無事に対処できたので

す。

これが、たとえば日が浅い利用者さんですとか、臨時で入った場合やご家族、お母様がご不在の時または、

いらっしゃるけれども気持ちが動転されるなどの局面にあたることもあるかと思うのです。そう思ったので私は、

緊急時の対処、搬送の際のマニュアルをつくったほうがいいと、すぐにナースステーションに伝えました。利用

者さんの疾病、かかりつけの病院、ドクター、そういったものを全て、それを見れば救急の電話ができるように、

もちろんそれを使わないに超したことはないのですが、もしものときにはこういうものがあるとわかりやすいし、

伝えやすいということで、マニュアルをつくるということにも取り組みました。

そういったことで私達NPOあいでは、いろいろ頑張ってはいるのですが、やはり今周りのステーションや事業

所では、まだ医療的ケアはできていませんし、しません。医療的ケアを必要とする利用者さんは近隣の事業所

を使えず遠くても NPO あいに依頼されます。そうなると我々は遠方でも出向かなければなりません。今現在私

は、2時間のケアのために片道1時間かけて訪問しています。ですから往復2時間の移動時間を要して2時間
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のケアをしているのです。でも、それが現状です。医療的ケアができない、しない事業所ばかりなのです。

私たちも何とかして行ってあげたいけれども、体はひとつしかないし、やはり移動時間にそれだけかかってし

まうと 1 日 4 軒行けるかどうか、3 軒がギリギリなところだったりします。

ですから 50 時間の研修によって吸引ができるようになるという動きもあるようなので、現状よりはケアができ

るヘルパーが多くなるのではないかと希望をもっています。今より本当に多くなってほしいです。医療的ケアが

できるヘルパーの人数が今より本当に多くなってほしいです。利用者さん、ご家族の方も望んでいらっしゃいま

す。

家族の一員になった気持ちで介護ができるというのが、私自身すごくうれしいので、他のヘルパーにも、他の

事業所にも医療的ケアに取り組んでいきましょう、取り組んでいってくださいとお願いしたいと思います。

■田中

ありがとうございました。

現場でヘルパーが安全で安心なケアをするための実務的な研修や賠償保険、あるいは医療関係者との連

携体制、それから緊急時のマニュアル作成についてなど、分かりやすくご報告をいただきました。ありがとうご

ざいました。

■事務局・西村

すみません、事務局からご連絡があります。

資料が当初の見込みよりも、多くの方たちが参加したということで足りなくなりました。それで追加資料を 30

部ほど今印刷してまいりました。受付にありますが、このあと事務局の関係者が資料を持って回りますので、よ

ろしくお願いします。

■田中

では、最後に杉本さんお願いします。

■杉本

今日呼んでいただいたのは、ここで気がついたのですが、医療職としてどう考えるのかという話らしいので、

それに合わせて修正をかけて話をしたいと思います。

折田さんのから 2 回エールを送られまして、それにもお答えしなくてはいけない部分もあります。

●自己紹介から

僕の今日の立場は、診療所所長です。その下にある「NPO 医療的ケアネット」ということで理事長と紹介され

ています。これは 2002 年ぐらいからずっと近畿圏をもとに集まりだして、当事者を含めて、いろいろな職種が

入っています。2007年の春にNPOをつくりまして、その前と含めて、今までで6回、今年に入ってからは8月に

和歌山、10 月に仙台、12 月に岡山で医療的ケアのセミナーをもっております。その時々に応じて、それぞれの

地域の小児神経科医が全部協力をしてくれて、その医者が連れてきてくださる看護師がペアを組みまして、先

程話がありました淀川キリスト教病院の先生がつくられたマーちゃん人形という医療的ケアの人形を使いまし

て、実質 15 人～16人にひとつのマーちゃん人形を使いまして研修を行います。

その研修の中身は、座学とシンポ、二日目昼から半日かけてのマーちゃん人形の吸引と経管栄養を含めて

2 日間の日程で行っております。
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それと NPO としては、今年で 3 年目になりますが、京都市の委託を受けて、非医療職の研修を行っておりま

す。

ただ、補正予算が通れば、どうもそこに研修の費用が入っているようで、都道府県からのお金がそこから出

てくるのではないかということで、たぶん都道府県単位で今後研修が行われるだろうという予測が立っておりま

す。NPOは今年までは、京都市の研修委託を受けている団体であるということです。

それからもうひとつ、「日本小児神経学会社会活動委員会委員長」と書いてあるタイトルのほうなのですが、

日本小児科学会というのは小児科医の集まりなのですけれども、全国で 1 万 8千人ぐらいいるのです。

その中で専門分化した神経やら循環器やらウイルスなど、いろいろあるのですが、その中で一番大きなもの

が神経なのです。3,600人余りいます。その小児神経学会としてこの間ずっと医療的ケアについては取り組んで

きております。

●医療的ケア実現に向けて

思い起こせば、ひとつは文科省の医療的ケアが許可になるときの水面下の動きというのは、かなり動かして

いただきました。あの当時は、文科省の養護学校での医療的ケアの解禁にあたっては、一番ネックになってい

たのは日本医師会でした。日本医師会が OK を出さないということで、水面下でそれこそ交渉をもちました。

東京へ行きまして、向こうの担当理事とかけ合いまして、医師会が気にするほどの対象者数ではないという

のは、医療的ケアの人数はないから、医師会としては、そういうことは目をつぶってもいいのではないかという

ことで、やっと文科省と医師会の理事が会ってくれることになりました。それが平成 15年の秋のことです。

そこからトントン拍子に話が進んで、平成 16年 10 月に至るということです。

もうひとつ付け加えるのなら、養護学校の医療的ケア解禁は文科省の事務局で厚労省の医政局の提案だっ

たのですけれども、そこに胃ろうは入っておりませんでした。全部鼻空栄養のみでした。原案を見たときにおか

しいと我われの学会で申し上げて、それから急遽 E メールで会員に募集をして、胃ろうをしている実際の人たち

をあげていただいて、トラブルがどれだけ起こっているかといったら、1 例だけありました。バルーンが破裂して

云々というのがありましたけれども、三百数十例を文科省に上げましたら、胃ろうはいいだろうということで簡単

に胃ろうが「○」になりました。

こういうかたちで、水面下で変わっていったプロセスがあるということで、今度はそれを法制化しようという、

法で決めようというところになるとこんな簡単な話にはならなくなるわけです。

今のやりとりは、ほとんど、今でいう特別支援教育の専門官と相談しながら医師会、看護協会全部回りまし

た。一つひとつお願いをして、それぞれの利害の問題を含めてお話をしたというプロセスがあります。僕らが

やったという意味はないのですけれども、ただそのようにして合意形成がなされたというのも事実だということな

のです。それが社会活動委員会としての役割なのです。

それから社会活動委員会としては、2 つのセミナーを医者向けにもっております。ひとつは、発達障害の子ど

もたちに対する見方。これは開業医を中心として年に 1 回やっております。もうひとつは、医療的ケア講師研修

セミナーといいまして、この札幌でも北海道大学で3年前か4年前にやりました。今年は、名古屋市立大でやる

のですが 300 人程度の、去年から看護師さんも含めまして研修の講師ができる人を養成しております。これは、

何度か出ていたかもわかりませんが、医者とて看護師とて医療的ケアのいわゆる自分なりのやり方をやって、

勝手な方法論を教え込むというところがあると思うのです。それをきちんとオンタイムの科学的なところを基本

的に押さえていただいた上で、ということで修了証を出して、それなら講師を務めていいよということにしており

ます。

だいたい穴を空けるのは小児科医が胃や気管に穴を開けてきた歴史があるわけですから、それに対してき

ちんと責任をとっていくということで研修を持続しているということをご報告します。
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●国の動きと脳死は死なのか

先程から話されているのですが、折田さんのエールがありましたのでちょっと付け加えたいと思います。

一番の舛添諮問会議の問題は、これは母子保健局がお金を今出していて、ポスト NICU のところにだけお金

が下りているということです。

障害関連は、社会援護局などで、今現在医療的ケアでは老健局のほうにお金が落ちようとしているのですが、

この高齢者の問題というのが、僕らからすれば、つまり実に丁寧にやってきた医療的ケアの取り組みというもの

に対して、老健局のやり方というのは、あまりにも唐突で、あまりにも大きく網にかけたかたちがあるのだろうと

僕は思います。これはもう少しあとで討論が出てきます。

2番のことです。「脳死は死か」というところでずっと討論に参加してきました。最後で、何かわけのわからない

合意形成が行われて、2009 年 7 月議員立法で通過しましたが、賛成したほとんどの自民党員は、次の選挙で

帰ってこられませんでした。みんな落選しましたから今、もう一度この議案を討論したらおもしろい。おもしろいと

いったら怒られますが、やはりそういう大事な問題で軽々しく賛成した連中は帰ってこれていないということは、

ひとつ事実としてあるのだろうと思うのです。国は、もう動いております。昨日も脳死移植 17 人目が行われまし

た。この早さについては、実におかしいということを感じておりますし、システムとしてもおかしい。医療現場がど

うも歪んできているのではないか。つまりイージーに走っているのではないかということは常に思っております。

それは、2011 年版の日本の論点（文芸春秋）に書いておりますので、もしご興味のある方は読んでみてくだ

さい。

なぜこれだけ人数が増えてきているのかというところのあたりを自分の経験をふまえて書いております。

これと一緒にされて医療的ケアというものが、たとえばALSの呼吸器をつけるということも日本独自の文化な

のです。こうやって医療的ケアで人工呼吸器をつけてバクバクの会の先達も含めまして在宅支援しているいう

のは、ほとんど北欧等を含めてないのだと思います。ないというよりもほとんどありません。こういう文化を消し

去ろうとするひとつの勢いが 2 番のところにあるような気がしてならないのです。

命というのは、他人が決めるものでもないし医者が決めるものでもない。それはやはりご本人が決めていくも

のであるわけですから、そこら辺のところをしっかりと押さえないと、この医療的ケアの問題はなかなか討論とし

ては進まないのではないか。それがすごくイージーなかたちででてきています。

●常に新しい情報を伝える大切さ

それから、ここも先程から何度も話されています。ライセンスではなくて本当に支援ができるかできないか、

介護側に立ったことができるかできないかというところですからこれも省きます。

問題は、ここの図です。これもいつもいっていることなのですけれども、ご本人のもっておられるその病態で

すとか今の年齢、これからどうなっていくのだろうという障害の中身そのものの理解というものは、ほとんど情報

公開されない場合が多いのです。しかも乳幼児期に精密検査しただけであって、あとあと全然されていないと

いうことで、そのために今後どのようなかたちで症状が変わっていくことも含めて、我われ小児科医としては非

常に大切にしたいところなのですが、二次障害で変わっていくということを必ず認知しながらいつも同じ像では

ないということのとらえ方をしていかなければいけない。それはパーソナルな情報をきちんと、必要な人にだけ

きちんと報告をしてリフレッシュしていくという重要さをいいたいところなのですが、時間がないので次に進みま

す。

●高齢者への医療的ケアの考え方から

これも当たり前のことが書いてあります。ただ、6番目はあとで加えました。ついこの間加えました高齢者です。

僕らの頭の中には、「医療的ケア」という言葉の中に「高齢者」というのはなかったのです。それが突然降って沸

いたようにしてイニシアチブが高齢者の老健局が取ったかたちで進められているということが非常に違和感を
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持っております。

この医療的ケアのところの目線というのが、子どもたちの快適な生活支援と高齢者の場合というところをいの

ちという点では同一視して見ていかなければなりません。それはわかるのです。わかるのだけれども日本の文

化として高齢者に対してそこまできちんとしてきたのかどうかというところがすごく気になるところです。

僕は今自宅へ帰ると 91 歳と 90 歳の老夫婦の面倒をみています。今日は、札幌へ行ってくると、何度も聞か

れました。認知が入っていますから「どこ行くの、どこ行くの」と何度も聞かれたのですが、それはいいとして、高

齢者の生き様というのは、本当にそれもいろいろなのでしょうけれども、ターミナルに人工呼吸器をつけたり気

管切開をしたり、胃ろうが違った意味でつけられるということを身の回りで考えていただいたらいいと思います。

同じ医療側であっても、胃ろうをつける意味が違うのです。それは納得できると思うのです。その同じ目線で日

本の医療の文化といっていいのかわかりませんが、医療の体質の中で同じ目線で切り取られる医療的ケアと

いうのがそれでいいのかどうかというのは、これだけ丁寧に丁寧にやってきた我われの姿勢に対して、自分た

ちがこれから高齢者になっていく上においてこの辺の危機感をすごく持ちます。

それは、先程の 2 番の脳死の問題と非常に似てくる問題なのです。もうそういうこと（医療的ケア）はしなくて

いいのではないかというところが、安い労働力でいいのではないか、病院なんか行かなくてもいいのではない

かというようなところまでいっているような気がしてならないのです。これは、基調報告のところでありましたので

あえて言いません。

これを全部○にするということで、まず老健局がおっしゃっていましたけれども、さあ○にして○以外のところ、

それの外れたところはどうするのかという話は何もないです。そこに本当に法律と、つまり今までは通達だった

のですが、今度は法律という枠が重なってきたときに、違法制の阻却などという言葉で通用するのかどうかとい

うのが後々大変心配になってくるというところはあります。

●パーソナル・アシスタントについて

福祉と医療の違いというものをもう一度医療側として説明したいと思うのです。同じ病院を使ってもショートス

テイはあります。それからケアホームも入所も、パーソナル・アシスタント（PA）、ここは札幌ですからまさに札幌

の PA、昨日訪問してお聞きしてきました。福祉の側と医療の入院の違いということについて、それから実は、重

症心身障害児施設というのは、この福祉と医療を合体させた二重取り。良い意味でいえば、二階建てだという

ことの意味をもう一度考えてみたいと思うのです。これが最後の問いかけになると思います。

PAは、ここは札幌ですから僕がいうまでもありません。これは、スウェーデンのPA募集広告なのですけれど

も、まさに的を得た話なのです。ライセンスではなくて共感能力と適性のある人をちゃんと育てますからというこ

となのです。ご本人の気持ちをくみ取れて熱心な人、協力しやすく聞く耳を持っている人、これが条件なわけで

す。それは札幌で 4 月から 19 人が PA を利用しておられるということを聞きました。

ただひとつ気になるのは、重度の自分の気持ちを表現できない人の場合、それから自活できていない人の

場合のPAというのはどうなるのだろうというところが札幌の制度の中では少し気になるところで、今後の課題な

のでしょうというところがあると思います。

だから自活している人たちに対しては、それはあるだろう。そうしたら、もし意思表示のできない人の場合、そ

れから、まだ親御さんが元気でやっていても、疲れてきたときの場合の PA の使い方というのと、今重度訪問介

護が使える 16 歳以上をあえて年齢を下げるとしても本人了解を PA はどうしていくのかということはこれからの

札幌市の課題なのだろうなと僕は思います。是非とも支援したいし、全国にこういう制度を広めていきたいなと

思いますし、よくぞやってくれたなということで拍手をおくりたいと思います。

●短期入所の費用から考える

自立支援法の短期入所のところで、これは病院、そこそこの大きな病院、大学病院でもいいのですけれども、
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そこに入った短期入所の話の 1日 26,000 円。1泊 2 日だったら 52,000 円。

これが安いか高いか。

安いのです。

ところが、みなさんは知っておられる福祉のナイトというのは、この値段なのです。区分6で890単位。福祉だ

けで取り切ろうと思えば、生活介護のところでの単位としたら、この辺の値段になってしまうのです。

病院は高いではないかというのですが、この下に短期入所 II というのがあるのです。この II は、ご存じのとお

り重症心身障害児施設と、いわゆる介護老人施設で、ショートステイをやると 24,000 円なのです。

この 26,000 円と 24,000 円がどうして決まったかというのは、なぜこの違いになるのかということについては、

ここは討論をやめるとしても、それに対して福祉だけの値段というのはこんなものなのだよという比較なので

す。

そうしたら、これが（I）行なわれているのかというと、全国でも全然行なわれていないのです。安すぎるという

ことと、先程の基調報告の中にもありました病院の中に福祉職を入れる、7対 1の中に福祉職を入れるというこ

と自体に対して抵抗があるわけです。それは、二重取りの抵抗ではなくて、本来厄介な重い、そういう人たちを

病院の中に受け止めたくないリスクマネージメントの考え方が必ず色濃く入っているのです。

そういうことで病院側が拒否するという論理がどうしても出てくるのです。それは本音のところにあるのだろう

と思います。

そして、小児の入院だけでみますと、社会的入院に病名をつけると医療保険で 1 日 36,000 円（4 月から約

40000 円）が出るのです。

ところが、こちらの重症児施設でもそうです、短期入所をしていて熱が出た。熱が出たときに、入院に切り替

えるというときには、24000 円より 1 万円ダウンするのです。この仕組みはなんですかと重心施設の施設長を

やっているときにいつも思いました。

24,000 円が 13,000 円になるのです。

だから入院になると値が下がるというのは、社会的入院で、何か病名をつけてくれて、レスパイト的にやって

いる病院が一部あります。そのときには 40000 円なのです。

だから、お金のところで誰がどういうふうに価値を決めているかというところを評価してほしいし、今後このへ

んのところをもっと整合性のあるように変えていかない限りは、納得できないところがあるのです。

しかも医療を巻き込むということについては、こういう土台を考えておかないと、だから 40000 円以上でショー

トステイをプラスαしないとなかなか受け付けてくれない。

だから小児科学会としては、最低4万円。できれば1日6万円出せということを去年要求したのです。それが

正しいかどうかは別です。でも、この理屈の根拠はここにあるのです。

もう一度二階建てをお話ししておきたいと思います。

読み方によっては、二重取りというふうにいわれるのですけれども、今まで、1960 年代に両方とも、児童福祉

法と医療法ともに設置されております（俗に二階建て）から 40 年の歴史があるのです。40 年間重心施設で働く

人たちは、1対 1の介護を目指して、そして入所者みんなが延命してきました。平均年齢は、四十数歳です。

そこで終末医療を迎えようというのは、これはそうではないよなというところを僕は持っているのです。その根

拠になったのは、児童福祉法と医療法を二階建てにした重症心身障害児施設であって、国際的にみても日本

のみ、ここのみの二階建てなのです。

当初、はじまったときは児童福祉法が主だったのですけれども、今や医療保険のほうが高くなって、人工呼

吸器は軽く月に 100 万を超えてきます。そうすると、お一人について 130 万くらいが収入として入ってくるわけで

す。重度ばかりを入れると大変なのですけれども、その費用の対価というのは、こういうかたちになっています。
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そこで見ていただきたいのです。超重症児者ということで加算が医療保険にあります。それは、医療法に基

づく医療保険を使っているところだけに、6 歳未満が 1 日 8,000 円、6 歳以上が 4,000 円。超重症児加算という

のは、どういう人かというと、医療的ケアを受けている人たちなのです。医療的ケア、胃ろうだとか吸引をしてい

る人たちが超重症児者といわれているのです。

そうすると、ちょっと考えてみてください。医療法での病院の中で超重症児加算までしてケアかキュアかわか

りませんが、しなければならないことを医療保険は既に認めているにも関わらず、落ち着いたから帰りましょうと

いえば、在宅ではお金は加算ゼロです。

なぜ在宅でみているところに加算がつかないのということをみなさん思いませんか。

同じ状態の人が退院したときに、なぜ二階建てにならないか、二重取りと批判されるのかということがありま

す。シュートステイのときもそうです。全部荷物を持ってこいということではなくて、医者が入って、医療保険と福

祉と重ねてくれたらいいではないですか。先程の病院での介護職の付添だってそうです。見方によっては、

コミュニケーション支援だってそうです。見方によっては二重取りなのです。それは当たり前ではないかという討

論がここに根拠としてあるわけです。

だからコミュニケーション支援は、僕が認知している限りは、京都市と出雲市を含めて、札幌市も聞いてみる

と静かにあるそうです。横浜市でもこの 10 月から出てきたということです。

●最後に

とにかくそれぞれ努力しているのですけれども、公に二階建てにするように、重い人に関してはそうするとい

うこと。そういうことの中ではじめて重症児施設からケアホームに入るなり、自宅はしんどいとしても自分の住み

たいような方向で変えるなり出て行く。またしんどくなったら戻るということが考えられないといけないのではな

いかということです。重心施設は悪であるということではなくて、先程の話（折出さん）にもありましたが、入所者

が遊びに行きたい、どこに行きたい。それは、みんな二重取りになるのです。それは施設の持ち出しになります

から、それは、僕がびわこ学園施設長のときにはまかりならんと言いました。だから施設の人間が付いて行くと

いうことはまかりならん。それよりも在宅支援を使うべきなのだということで主張し続けてきたのです。

来年春にケアホームへ 3 人が出ます。ただ、この 3 人は、医療的ケアはついておりません。いわゆる重症心

身障害児者なので、40 歳を超えている方なのですけれども、10 人のケアホームが、今は 5 人のケアホームな

のですけれども 10 人にして、そこに、中から 3 人、外でショートスティのロングしている人を 3 人、新たに 2 人。

あと 2 つをケアホームでのショートステイに使おうということで、そこに職員も含めて出て行くということで家族会

に納得していただいているというふうに、びわこ学園の取り組みとしてはなっています。

ただ、先程出ましたお二人の方（バクバクの会）については、なかなか難しい問題があって、施設自体が「ど

うぞ出て行ってください」ということをいえるほど、在宅のリソースというか、条件が整っていないのではないかと

いう討論がずっとやられてきました。

そこら辺のボタンの掛け違いなのかすれ違いなのかわかりませんが、また帰るよといわれてもなかなか帰れ

ない、重心は帰れないというところもあるものですから討論をあおぎたいと思いますが、一応ここで終わらせて

いただきます。

■田中

ありがとうございました。休憩なく最後までいきたいと思います。

それでは、お三方のご報告が終わりましたので、大濱さんからコメントと、それぞれの方に対するご質問があ

ればお願いいたします。
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■大濱

杉本先生がいわれている二階建て、二重取りというのは、先生の

考え方としては、重心にはあまりにも高すぎる、取りすぎているので

はないかという意味合いが含まれているということ。

■杉本

逆です。

■大濱

足りない。

■杉本

今、重心の重症化施設の中でも悲鳴があがっております。結局、

でも二階建てだという事実は、この 40 年の歴史の中で重い人たちが、

40歳を超えて50、60まできているということの事実は認めないといけ

ない。それは、1対1介護比率の二階建てがあったからこそである。ゆえに外で生活をする、在宅の人にも二階

建てを保障しなければいけないのではないかということを言いたいのです。

■大濱

私は、北海道であゆみの園という重心の施設、それから旭川の施設、2 ヵ所を見せていただいて、北海道療

育園の重心の施設長とも話をしました。あそこは、300 名くらいおられるそうです。大きいです。

あそこのドクターも、300名は多すぎる。できれば100名くらいに最低したい。それプラス、ケアホームというか

たちで少しずつ地域に展開していきたい。

それと、ショートステイが全然足りない。地域のお母さんたちが子どもを抱えていて、出すにも場所がないと

いうことで、ショートステイで先程いわれた、あまりにも安すぎる。これは本当でして、ショートステイは本当にた

りないのです。特に重心の、本当に必要としているところのショートステイは足りないという事実は間違いなくあ

るので、ショートステイのコストをどういうふうにするか。どうやってショートステイをつくってもっていくか。ショート

ステイをやりたいというシステムづくり、仕掛けのところが必要かなということが第一点。

重心の施設で人数として 300名くらいのような大きな北海道療育園のようなところは、やはり先生たちの負担

があまりにも大き過ぎるだろう。1 対 1 にしても、それが病院に近いような形態になっていたりして、どこまでが 1

対 1で子どもさんを本当にみられるのでしょうかという意味で私たちとしては、非常に単純な気持ちでありまして、

最低でもケアホームの、先程先生がいわれたように 5 人、10 人くらいには、できればしてもらいたい。最終的に

は、一人ひとりの子どもが意思を、重心でありながらもそれなりの意思を持たれていると思うのです。その意思

をどうやって尊重するかということは非常に大切なことで、それを先程先生がいわれた日本の文化として命の

話と結びついているのではないかと思うのです。

その辺は、先生いかがですか。

■杉本

おそらく会場の半分くらいの方は、なにを言うのかわかっておられると思います。
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現状の中でショートステイがうまく機能しているかどうかということも一つあります。特に都市部、京阪神・東

京・横浜を含めてのショートステイの現状というのは、惨たんたるものなのです。

ここは、ニーズがあるがゆえに惨たんたるものになっている。それから、ショートステイというものは、全部うま

くいかないのかといったら、逆に鳥取や新潟、いわゆる小都市部のところでは非常にうまく動いている。つまり、

「頼むわね」と言われたら、すぐに受け止められるような一定の入所施設がある。なぜなのかというところが、今

僕が一番ぶつかっているところなのです。

京阪神地区では、個人的にも聞いているところで、実際にその施設に親と一緒に話し合いに行ったことがあ

ります。トラブルが絶えないのです。これは、びわこ学園も同じです。重い人ですから、いつ、ちょっと目を離した

すきにどうなるかわからない。長期入所の人に関しては、一定の経験を持って、長い目で見ていますからわか

るのですけれども、短期の中で、しかも重度化が進んでいる中で、その方々が「お願い」と来られたときに、その

方の把握をするということだけの力量を持ち得ないし、そこまで重症心身障害児医療の難しさというものを。た

とえば、緊張性の高い子どもさんがショートステイにポンと預けられたとしたら、全然知らない顔と知らない場所

と天井があって、そこで1日、2日、3日と過ごせというほうが嘘です。その中でグーッと緊張して、その緊張が結

局、筋肉の崩壊をおこして、筋肉系酵素（CK）が高くなることと同じです。

腎不全になって、死に至る。いろいろな病態が、予想をこえるような病態が起こってしまうということについて

も、お互いに認知し合っていない、わからない。

だから、避ける、トラブルになる、閉める。10 床といっていても 8 床や 7 床をやっているところで実際、5 床空

いていても、3床しかとっていないというところが都市部の重心施設ではほとんどではないでしょうか。

■大濱

実際にそうでしょうね。

そうなりますと、折田さんのお話しにのってくると思うのです。

やはり、あるべき姿というものは、1 対 1、本当にわかる人たちがどこまでカバーしていけるか。どうやって地

域に戻していけるかということが最後の解決策になる。そうなれば相当お金がかかるでしょうけれども、命という

ことを考えると、それは先程の老健の話をしますけれども、そこは折田さん、どうでしょうか。

■折田

なぜショートステイがいるのかということは、私には理解できないのです。

要は、保育所にも通い、学校にも通い、それが親の付添なしで全部通えれば、その間は問題はないわけで

す。その間はショートステイに行っているようなものと考えることもできる。

もっともっと地域力が高まらないといけない。それが私はショートではないと思います。

先程、杉本先生がいろいろな話をされましたけれども、緊急度の高いお子さんは違う環境のところに行かな

ければいけないということは間違えている。その子が住み慣れた場所で安心して過ごせる、ケアできる人がい

れば家でも過ごせるわけです。そちらのほうが、ずっとずっとその人にとってはいいことだと思うし、そういうこと

を望んでいると思うのです。

ショートステイの考え方は、本人からの考えではなくて親の考え方です。そこは、ちゃんとわかって利用した

ほうがいいかなと思います。

■大濱

北海道療育園のドクターが地域をまわられて、自分の重心の子どもをみるのに疲れた。2日～3日、レスパイ
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トしたいということでショートステイをやられているということなのです。

やはり、そのショートステイというのは違うだろう。そういうかたちではなくて、ちゃんと地域にそういう資源をつ

くっていって、地域の中で支える力がないと本当に子どもさんにも無理だし、お母さんも安心して預けられない。

そういう考え方でいいのですか。

どうでしょうか、折田さん。

■折田

私は、特殊な親なのかなと思ったりしてしまうのです。

すごくバクバクの会の人もショートステイはほしいといっている人もいます。

でも、本人はどう思っているのかということ、そこを抜きに考えてはいけないことだと思うのです。そこから考

えると、「僕は別にそんなところに行きたくないよ」と言うと思うのです。そんなショートステイに行くのだったら映

画でも観に行きたいとか、そういうことがあってもいいのにそういう支援がないというところに問題があるのだと

思います。

■杉本

大阪の都市部の障害者センターの嘱託医をしていて、だいたい利用者の方が 30歳、40 歳になっておられて、

親御さんがだいたい 70 を過ぎてくる状態になってくると何が起こるか。

その方の体調は、生活介護の中で月曜日が最悪なのです。月曜日は落ち込んで、ゼロゼロが強くて、やっと

体調を戻して毎日通所して、金曜日辺りによくなって、また落ちるという繰り返しなのです。

一番の最悪が正月なのです。年末年始というのは、基本的に通所を閉めることになるから、その間に救急車

で運ばれる率というのはグンと高くなるのです。親御さんがそれだけ吸引とかを昔のようにできなくなっている

のです。夜に起きてやるとか、どちらかの方が亡くなったりして、みんなが元気なお母さんであればいいのだけ

れども、そうではないようなかたちになってきたときに地域の力、先程おっしゃったのですけれども、それを支え

る力がどこでどういうふうに繋がって、どんな事業としてあるのかということを地域単位でつくらない限りは、どこ

か遠いところにショートに行ったりとか、そういう話ではないと思うのです。

それから、先程お答えしていなかった 300 では多い。多いと思います。見ていく単位としては、多過ぎると思

います。

やはり、少しずつ風穴をあけて、こうしなければいけないのですよ、こうできるのですよというところを自分た

ちで示していかない限りは、進みません。

でも、入所から地域へ出てもなにかあったら戻れるというシステム的なものを何か示していかない限りは、だ

いたい家族会が理解できないと思います。家族会というのは、入所している親御さんたちが、それを YES とは

言わないでしょう。

ここなのです。これは、スウェーデンでも同じことなのです。

■大濱

実際のことに触れるとして辻本さんが具体的に現場でされているわけですが、その辺はどうお考えですか。

施設との関係で考えたりすると、ご意見をいただけますか。

重心の施設と比べて今在宅をサポートしているわけですよね。
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■辻本

折田さんは、レスパイトはされない、ショートはされていない。

コンスタントにショートステイを使われてレスパイトするお母さんは、それで割り切ってする。そのかわり帰って

きたら本当にお母さん自身がリフレッシュするので 120％で頑張るという気持ちになってまた 1 カ月頑張られる

お母さんが多い。

やはりレスパイト中に様々な問題がなくわない。放置されて胃ろうを抜く。悪くなったりということもあります。

先程お話しにありました入院中の介護という部分で、私も私の利用者さんがショートステイに入られるときに、

仕事として行って彼らをみてあげることができるとすごくいいなと思います。そうすると家の方も安心してショート

ステイに入ることができると思うのです。そういった使い方が、お母さんの疲れも取れる、家の人が休めるという

ショートステイがうまく機能していくといいのかなと思いますが、なかなか難しい現状なのかもしれないなとは思

います。

■田中

どうもありがとうございました。

質問を何通かいただいているのですけれども、既にみなさんの発言の中でお答していただいた部分もあるか

と思います。

まだお答されていないものにつきましては、冒頭に西村さんがおっしゃったように DPI 北海道ブロック会議で

お預かりをして、各パネラーの方たちからご回答いただくようなかたちで対応させていただくことになります。

医療的ケアは個別性の高いものですから、個別の事例を積み上げていかなければ見えてこないものもある

かと思います。ただ、今後、大濱さんのお話しにもありましたように制度化という方向で進めていかなければい

けないと思います。

制度化というのは、医療的ケアの安定化に繋がりますけれども、制度化によって実践の柔軟性を阻害する

リスクは避けなければいけないと思います。このリスクをできるだけ避けながら医療的ケアの安定化をどう図っ

ていくかということはなかなか難しい問題ではありますが、障害者制度の改革の議論が続いている現在は、今

後の医療的ケアの安定化において非常に重要な時期と言えます。

みなさんも今日のフォーラムの議論を契機として、それぞれの地域や職場、支援の現場で議論を継続してい

ただければと思います。

それでは、最後に 3 名のパネリストのみなさんとコメンテーターの大濱さんに拍手で感謝をしたいと思います。

ありがとうございました。


