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【東肢連】. 会　長　　　高橋　勝幸　
. 副会長　　　河井　　文
. 常務理事　　三井美和子　　島田　泰介
. 　　　　　　秋本　裕美　
. 事務局　　　上野　　賢

総　論
　東京都におかれましては、日頃より当連合会に対
しまして、格別なご支援ご理解を戴き感謝いたして
おります。
　この度、平成26年2月には国連による「障害者に
関する権利条約」が批准、発効され、また障害者差
別解消法も平成28年に施行されます。
　権利条約が示している、“どんなに障害が重くて
も、他の人と同等の権利を有する共生社会の実現”
という理念に基づき、当連合会が提示いたした、障
害者が地域生活を過ごすうえで社会的障壁となって
いる要望事項について、東京都としてどのように対
応要領に反映させ、また合理的にご配慮いただける
のかお示しください。

1 都立療育センターについて

① 　東部療育センター、よつぎ療育園ともに通所の
希望者が多く通所日数が減らされています（よつ
ぎ療育園では週5日通所が27年度から週4日）。毎
年、医療的ケアの必要な特別支援学校卒業生を受
け入れなければなりません。また、医療の発展に
より濃厚な医療的ケアを必要とする障害児者は増
加の傾向にありますが、看護師のみ常駐しており
医師の居ない施設では、このような重症児者のケ
アは困難です。東部地区に第3の重心通所施設を
作るか、よつぎ療育園を拡大してください。
② 　東部療育センターができてから10年の間に入所
できた人は数人です。親自身も介護が必要ながら
子どもを介護している家庭もあり、医療的ケアの
必要な子を持つ親は親亡き後のことが心配です。
また、地域のグループホームで医療的ケアを行え
るようになっても限度があります。このような状
況を踏まえ、重心入所の拡充をお願いします。
 回答 　（①と②についての回答） 通所施設について

都はこれまで障害者の地域移行安心生活支援3カ
年プランにより、既存の医療型施設における通所
事業の拡充をはかるとともに、平成18年度からは
地域の施設において看護師を配置し、医療的ケア
を必要とする重症心身障害児者を受け入れる地域
活用型の整備に取り組んできた。さらに、新たに
都は平成27年度から29年度を対象期間とする、障
害者･障害児地域生活支援3カ年プランを策定し、
引き続き重心通所事業の整備を目標に定めている。
具体的な支援としては、通常は4分の3の補助率
を8分の7にする特別助成を実施し、民間法人だ
けではなく、区市町村も対象としている。今後も
区市町村が地域の実情に応じて通所施設を整備で
きるよう都として必要な支援を行っていく。入所
施設は都内では現在都立施設4カ所、民間施設5
カ所を確保して入所サービスに対応している。都
としてはどんなに障害が重くても必要なサービス
を利用しながら地域で安心して暮らせる社会の実
現をめざしており、様々な在宅サービスの充実に
努めている。例えば、日中活動の場としての通所
施設の設置促進、こうした通所施設での利用者に
対する適切な療育環境が確保できるよう区市町村
に対して補助を行う、重症心身障害児者通所運営
費補助事業、重症心身障害児者をもつ家族のレス
パイトニーズに対応するための短期入所の病床確
保、在宅で暮らす重症心身障害児者を対象に看護
師が家庭を訪問し医療的ケアや発達療育支援を行
う重症心身障害児在宅療育支援事業、訪問看護師
が自宅に出向いて一定時間ケアを代替し、重症心
身障害児者の健康の保持と家族の福祉の向上を図
る重症心身障害児者在宅レスパイト事業を実施し
ている。都では様々な施策を行っているが、今後
も引き続き通所サービスの維持、向上を図るとと
もに、在宅サービスの充実に努めていく。

③ 　府中療育センターの短期入所・外来・通所の定
員をニーズを踏まえたものにしてください。特に、
短期入所については、呼吸器を使用している者も
含めて希望する日数を利用できるよう体制を整備
してください。

 回答 　都では平成23年6月に老朽化に伴う全面改
築に向けた基本計画を策定し公表している。その
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基本計画では充分なスペースを確保するとともに、
ニーズの高い短期入所の増床、小児神経科などの
一般外来診療の実施、通所事業での超重症児者等
の積極的な受け入れなど在宅療育支援のより一層
の充実を図るものとなっている。平成31年度の竣
工に向け、平成26年度に基本設計を行い、現在実
施設計を進めているところ。なお、家族会などの
場において、改築に向けた取り組み状況について
説明するとともに、意見、要望を受けている。今
後も必要に応じて関係者と意見交換を行う。

2 住まいの場について

①  グループホームの設置が進むように、積極的に都
有地を提供してください。また、公営住宅の建て
替えの際には余剰地や１階部分にグループホーム
を建設してください。
 回答 　地域における福祉サービスの基盤整備を促
進するため、区市町村と連携しながら都有地を活
用した地域の福祉インフラ整備を進める。都営住
宅の建て替えについては、関係局と連携し積極的
に情報収集に努めるとともに、区市町村とも連携
し引き続きGH（グループホーム）の設置促進を
図っていく。

② 　グループホームの施設整備費補助を増額してく
ださい。
 回答 　都は障害者･障害児地域生活支援3カ年プラ
ンを定め、障害者の地域生活への移行を図るとと
もに、地域で安心して暮らせるようGHの整備を促
進する。整備費の設置者負担を軽減する特別補助
を引き続き行う。都有地の活用促進を図るととも
に借地について借地料の補助を行うほか、定期借
地権を利用する場合、借地期間の要件を緩和し、
用地確保の支援をしている。事業者が新たに整備
する場合に要する経費の一部を補助しGHの設置
促進を図っていく。　　　
③ 　医療的ケアや手厚い介護が必要な障害者であっ
てもグループホームで住み続けることができるよう、
夜間介助者配置のため重度加算を増額してくださ
い。また、グループホームでの訪問看護の活用が
進むよう市・区とともに対策を講じてください。

・ 療育センターの入所待ちは年々増加しています。
保護者の高齢化・親の介護などの理由により重
症の障害児者を家庭では抱えていけない切羽詰
まった家庭がたくさんあります。重度重複障害
者が利用できるグループホームの設置をお願い
します。

 回答 　平成27年4月の報酬改定で国は重度障害者
に対する支援を強化し、かつより適切に評価する
ために算定要件の見直しを行った。夜間における
少人数の利用者における支援を適切に評価するた
め夜間支援体制加算においても、一人の夜間支援
事業者が少人数の利用者を支援した場合の新たな
区分を設置した。都においてはＧＨが充実し、安
定した運営が行われるよう運営費の都加算助成を
行っている東京都障害者グループホーム支援事業
取扱要領を定め、都加算を行っている。国に対し
ては、引き続きＧＨを含めた障害福祉サービスに
ついて大都市東京の人件費や物件費が高額である
実情を反映し、適切な報酬単価を設定するよう提
案要求していく。

④ 　従来型の入所施設においては、職員配置を増や
すか日中生活介護施設に通所するなど、日中活動
を充実させてください。

 回答 　都では国制度の給付費に加えて望ましい
サービス水準を確保するため、入所施設に対し、
東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金に
より補助を行っている。各入所施設では当該補助
金を活用して職員配置を増やすなど、日中活動の
充実を図ることが可能となっている。今後とも都
は利用者の意思および人格を尊重し、利用者の立
場にたったサービス提供に努めるよう事業者を支
援していく。

新　障害者の高齢化とそれに伴う重度化によって、
入所支援施設の不足が問題になっています。東京
都で建設するか市・区で建設する場合、2か所目
についても経済的な支援をしてください。

 回答 　都は障害者が地域で安心して暮らせるよう
新たな障害者･障害児地域生活支援3カ年プラン
を策定し地域生活基盤の整備を進めている。社会
福祉法人等が設置する障害者地域施設の整備に補
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助を実施している。入所施設については、入所定
員数が目標定員数を超えないよう努めつつ未設置
地域において地域生活移行を積極的に支援する機
能を評価した地域生活支援型入所施設の整備を引
き続き推進していく。

新　東京都重度身体障害者グループホーム事業を再
開してください。

 回答 　都の重度身体障害者グループホームは、当
時の重度身体障害者がＧＨで安定した生活ができ
るよう都事業として制度を開始した。現在は障害
者施策推進市区町村包括補助事業として継続して
いる。今後新たな重度身体障害者を対象としたＧ
Ｈの開設については、運営費の都加算制度や新た
な国の重度障害者支援加算などにより設置を促進
していく。

新　日常生活に医療的ケアを必要とする重度重複障
害者や、発作時の座薬使用など、様々なニーズに
応えられる幅の広い居住支援施策を具体化および
推進し、必要な支援を質・量ともに保障してくだ
さい。
 回答 　都では地域包括ケアの中心的役割を担う訪
問看護師の確保・育成・定着を支援するため平成
25年度より2カ年のモデル事業として東京都訪問
看護師教育ステーション事業を実施してきた。平
成27年度より教育ステーションの指定数を現在の
5カ所から9カ所に規模を拡大して本格実施してい
く。現在指定している5カ所の教育ステーション
については引き続き体験研修等を実施していく。
今後新たに4カ所を教育ステーションとして指定
する予定。この事業の所管は高齢者福祉課である。
　また、障害者の高齢化、重度化や親亡き後を見
据え、障害者の生活を地域全体で支えるサービス
提供体制を構築する地域生活支援拠点等の整備を
成果目標としており、国では平成29年度末までに
各区市町村または各圏域に少なくとも1つを整備
する事とされており、都では平成27年４月に策定
した東京都障害者計画第4期東京都障害福祉計画
では、地域生活支援拠点について各区市町村に1
つ整備することを目標に掲げている。今後各区市
町村での検討状況を把握するとともに国が実施す

るモデル事業の取り組み等をふまえて、地域生活
支援拠点等の整備に必要な支援を検討していく。

新　現在のグループホームの運営では、重度の障害
者が入所できずに取り残されている現状です。10
名から20名入居できるグループホームができるよ
う、定員要件を緩和してください。

 回答 　ＧＨの規模について国は障害者の地域生活
の推進に関する検討会において地域における居住
支援のための機能強化の一環として共同生活住居
の規模について、同一敷地内で10人を超える定員
は現行基準に抵触するという考えを示した。一方
厚生労働省から検討会での議論を踏まえ、指定短
期入所事業を実施し地域生活支援拠点の整備の一
環として位置づけられているなど条件を満たした
ＧＨについては1つの建物における共同生活住居
の設置数に関する特例が示された。今後も比較的
規模の大きいＧＨであっても、特例に合致するケー
スについては指定を検討していく。

新　在宅から施設へ入所すると、地域生活を支援す
る移動支援等の市区の裁量により実施するサービ
スは利用できなくなりますが、そのサービスが使
えれば休日に入所施設外での活動に参加しやすく
なり、より豊かな地域生活を享受することができ
ます。移動支援の利用が抑制されず、従前の地域
生活が維持できるよう市・区に指導してください。

 回答 　（7 の要望についても併せて回答）.移動支援
事業は障害者総合支援法の区市町村地域生活支援
事業に位置付けられ、各自治体の判断により地域
の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態で
実施している。事業実施に必要な経費については
都も応分の負担を行っており、区市町村の財政力
によって格差が生じないように充分な財政措置に
ついて国に要望している。また、現在国において
は障害者総合支援法の3年後の見直しの中で、障
害者等の移動の支援について検討している。

3 在宅支援について

① 　各地域の短期入所定員を増やせるように、市・
区に対し助成してください。また、看護師を配置
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できるように予算措置をしてください。
 回答 　短期入所事業は障害者が地域で暮らしてい
く上で重要であると認識している。平成26年度末
現在短期入所事業を行っている事業所は221事業
所で定員は876人である。平成25年度末に比べ、
38名の定員増となっている。都では平成27年1月
から短期入所を新設または増設した場合の家屋借
り上げ費等を補助する短期入所開設準備設置等補
助事業を新たに創設するとともに、平成27年度に
策定した障害者・障害児地域生活支援3カ年プラ
ンの中で、短期入所の定員を平成29年度末までに
220人増とする目標を掲げている。また、看護職
員が短期入所を訪問して利用者の看護をおこなっ
た場合、医療連携体制加算が設定されており、平
成27年度の報酬改定で短期入所の医療連携体制加
算の増額が行われた。

② 　ヘルパーの報酬単価を加算し、人材の確保に努
めてください。
 回答 　障害者総合支援法における平成27年4月の
報酬改定では処遇改善加算の拡充はあったものの
全体としてはプラスマイナス０パーセントだった。
都は国に対して、報酬単価の設定にあたっては、
人件費、土地取得費、物件費等が高額である大都
市の実情を適切に反映することを要望している。
引き続き国に対して必要な提案をしていく。

③   緊急時に地域の医療機関が障害児者を受け入れ
られるように指導、育成してください。また、必
要な治療データを共有できるようなシステムの構
築、整備をしてください。
 回答 　都としては障害を持った人が住み慣れた地
域のなかで、必要なサービスを受けながら安心し
て暮らせる社会の実現を目指している。そのため
都では重症心身障害児者のショートステイの病床
を確保するための支援を行っている。平成27年4
月1日現在13施設104床分を整備している。短期
入所の受け入れについては、申し込み状況による
事前の調整を行ったうえでの利用となっているが、
緊急の場合についても可能な限り対応している。
また、都では医療ケアが必要な重症心身障害児者
が住み慣れた地域において在宅福祉サービスを享

受して安心して生活できるよう重症心身障害児者
を診療できる、かかりつけ医を増やすために重症
心身障害児者在宅医療ケア体制整備モデル事業を
平成25年度から実施している。今後とも重症心身
障害児者が地域で安心して暮らせるよう都として
取り組みを進めていく。

④ 　緊急一時保護を各市・区で確実に実施できるよ
う指導するとともに、職員並びに看護師を配置し
てください。

⑤ 　医療的ケアの必要な者も含め、障害児者の緊急
一時保護を各市・区で実施できるよう指導してく
ださい。

 回答 　（④と⑤についての回答）.緊急一時保護は障
害者自立支援法の障害者児短期入所事業が開始さ
れるまで、心身障害者児緊急保護事業として実施
されてきた。現在は各区市町村が独自で緊急一時
保護を実施しており、都では区市町村が地域の実
情に応じて創意工夫をこらして主体的に実施する
事業について支援する障害者施策区市町村包括補
助事業により支援している。なお、都では平成27
年度に策定した障害者･障害児地域生活支援3カ
年プランで短期入所の整備に取り組んでおり、引
き続き短期入所の整備に取り組んでいく。

新　ヘルパーによる入水介助を認めてください。
・ 肢体不自由者には定期的なリハビリが必要です。
障害者の水泳はリハビリの観点からもとても効
果的で水泳（水治療）を行う者が増加していま
すが保護者一人では成人の障害者を抱えられず
入水できない場合も多くかつ危険です。

 回答 　プールやジムについては事業者が利用者に
対する合理的配慮として必要な介助等をするべき
と考えている。しかしその上で、各区市町村が重
度訪問介護等のヘルパーが必要だと判断し、支給
決定をした場合は都としても各市区町村の支給決
定の判断に委ねている。

新　18歳以上の成人への余暇活動支援の制度を作っ
てください。
・ 放課後等デイサービスを受けていた障害児が18
歳を超えると放課後支援のような集団活動や余
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暇活動はできません。成人障害者のQOLの維持
や余暇活動支援を望みます。

 回答 　障害のある青年成人期の余暇支援等につい
ては、国の地域生活支援事業において市町村事業
として位置づけられている日中一時支援やスポー
ツ・レクリエーション行事の開催等文化芸術活動
の機会の提供に該当すると考えている。地域生活
支援事業は国の予算措置が充分でないことから区
市町村に超過負担が大きく生じており、そのこと
が事業実施に結びつかない要因の1つとなってい
るため、都は国に対して十分な財政措置をするよ
う要望している。なお区市町村から青年成人期の
余暇支援について地域生活支援事業には該当せず、
区市町村の独自事業として位置づけ個別協議が
あった場合、その内容が地域の実情に応じて創意
工夫を凝らして主体的に実施する事業であり、福
祉保健施策全体の向上が図れると判断したものに
ついては障害者施策推進区市町村包括補助事業で
支援していく。

4 通所施設の充実について

①　施設整備費を拡充してください。
 回答 　都は障害者が地域で安心して暮らすことが
できるよう障害者・障害児地域生活支援3カ年プ
ランにおいて平成29年度末までに日中活動の場と
して4500人分の定員を新たに確保することを整備
目標とし、通所施設等の整備を促進していく。こ
れらの施設について通常の施設整備補助に加え、
さらに設置者負担軽減を引き続き行います。また
都有地の活用促進を図るとともに借地について借
地料の補助を行うほか定期借地権を利用する場合
に借地期間の要件を緩和するなど用地確保に対し
て支援していく。

② 　介護職員による医療的ケアの実施が進むよう研
修制度の充実を図ってください。また、職員が研
修を受けられる体制整備をしてください。
 回答 　都では介護職員等が医療職と連携を図りな
がら安全確実に痰の吸引および経管栄養を行える
よう研修事業を実施している。引き続き痰の吸引
が必要な方に介護職員等が対応できるよう都にお

いて研修、従事者の認定及び事業者の登録を着実
に実施していく。
　生活介護事業所等の通所施設については障害者
総合支援法等に基づく指定の際、運営規定に職員
研修の実施に関する規定を盛り込む等、職員の資
質向上を図るため研修の機会を確保するよう指導
している。また都では国制度の給付費に加え、望
ましいサービス水準を確保するため障害者施策推
進区市町村包括補助事業において障害者日中活動
系サービス推進事業を実施しており、生活介護等
の民間事業者に対し区市町村を通じ補助を行って
いる。この補助金には基本補助のほか、医療的ケ
ア、特別な医療を要する方を含む重度者を多く受
け入れている場合等、事業所の努力が報われる加
算を設けており当補助金を活用して職員配置を増
やすなど研修を受けられる体制整備が可能となっ
ている。引き続き市区町村と連携を図りながら着
実に事業を実施していく。

③   特別支援学校卒業後の受け皿として、現在不足
している日中活動の場である生活介護施設の建設
が進むよう市・区に働きかけてください。

 回答 　都は障害者･障害児地域生活支援3カ年プラ
ンにおいて特別支援学校の卒業生や地域生活に移
行する障害者、在宅の障害者などの多様なニーズ
に応えるため、生活介護を含む日中活動の整備を
促進してまいります。

④   重症心身障害児（者）通園事業については、引き
続き市・区に対する支援を行ってください。

 回答 　都は、平成27年度から29年度を対象とする
障害者･障害児地域生活支援3カ年プランを策定
し、このプランに基づき重症心身障害児者通園事
業の充実に取り組んでいる。また、国の要綱事業
であった重症心身障害児者通園事業は平成24年4
月から法定事業となったが、重症心身障害児者は
その障害特性から濃厚な医療的ケアや送迎手段の
確保などが必要であるため通所施設において利用
者に適切な療育環境が確保できるよう市区町村に
対する補助制度を平成24年度から実施している。
今後も区市町村が地域の実情に応じて通所施設を
整備できるよう都として必要な支援を行っていく。
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⑤   福祉施設職員の報酬単価を加算し、人材の確保
に努めてください。
 回答 　事業の運営に要する費用については基本的
に給付費で賄われるべきである。障害福祉サービ
スの報酬単価については事業者が人材確保、良質
なサービス提供、安定した事業運営を行えるよう
設定する必要がある。このため都は国に対し、サー
ビス全般にわたり基本的な報酬の改善を行うこと
などを提案要求してきた。特に平成27年度、報酬
改定にあたっては職員の処遇改善、大都市の実情
などに留意することなどの緊急提案を実施した。
今回の報酬改定では、処遇改善加算について現行
の仕組みは維持しつつ、さらなる資質向上の取り
組みなどを進める事業者にさらなる上乗せ評価を
行うための新たな工夫が創設されている。今後も
必要に応じて国に提案要求を行うなど適切に対応
していく。

⑥  施設整備のために都有地を積極的に提供してく
ださい。
 回答 　都では地域における福祉サービスの基盤整
備を促進するため区市町村と連携しながら都有地
を活用した地域の福祉インフラ整備事業に取り組
んできた。昨年7月に福祉インフラ整備のための
土地活用検討チームによる土地活用方策取りまと
めが行われ、福祉インフラ整備のための土地利用
にかかる新たな支援策が取りまとめられた。その
中では都有地活用に関する取組みとして、土地貸
付料の減額を現行の50％から90％に拡大するなど
取組みを強化することとしている。また、現在未
利用地の情報に加え将来的に提供可能な候補地に
ついても定期的に必要な情報を区市町村に提供し、
活用意向を的確に把握していく。

新　肢体不自由児（医療的ケアが必要な者を含む）
が利用できる、放課後等デイサービス事業の整備
が進むようなお一層支援してください。
 回答 　放課後等デイサービスの都内事業者数は平
成24年4月の119か所から今年7月1日現在で208
か所まで増加しており、各地域で設置が進んでい
る。
　都はこれまで国に対し報酬単価の設定にあたっ

ては、比較的重度の障害のある児童の利用に配慮
するとともに、サービス提供の実態に即した報酬
水準に改善するなど事業の充実が図れるよう要望
してきた。重症心身障害児以外を対象とする事業
所においても肢体不自由児や医療的ケアの必要な
児童の受け入れを進めるため、看護職員の配置を
評価するなど報酬の充実を図るよう引き続き国に
要望していく。

5 防災について

①  二次避難所に指定されている福祉施設において
は、非常用電源、食形態にあった食料の確保等が
進むよう助成、指導してください。また、都立施
設においては、積極的に二次避難所として指定さ
れるよう市・区と協議してください。

 回答 　都は避難所、二次避難所を指定する区市町
村に対し要配慮者対策にかかる指針や避難所管理
運営の指針を通じて非常用電源の確保や要配慮者
の特性に応じた食料を確保するよう促している。
また、区市町村の備蓄を補完するため都において
も流動食、アルファ化米お粥を備蓄しており、そ
の一部を区市町村の倉庫に保管することで発災後
速やかに供給できる体制になっている。
..二次避難所の指定については、区市町村が自治
体ごとに策定する地区防災計画の中であらかじめ
指定することになっている。都内の指定管理で運
営している都立の障害者施設11か所のうち3か所
が二次避難所の指定を受けており、指定を受けて
いない施設は通勤寮などの避難スペースの確保が
難しい施設である。

6 補装具について

①  訪問判定を都内全域で実施してください。
・現在、18歳未満の児童に対しては区市における
判定が認められているのに対し18歳からは心身
障害者福祉センターに出向き判定を仰ぐことと
なっています。これは、成長期にあたる児童に
対しての配慮と思われますが、成人の障害者も
二次障害の予防等の観点から姿勢を正しく保つ
ことが重要で、より細やかなシーティングが必
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要です。しかしながら、障害の重度化や保護者
の高齢化によりセンターに行くことが困難に
なっています。ぜひ都内全域での判定を再考し
てください。

 回答 　補装具費の支給に際して身体障害者18歳以
上の場合は、身体障害者更生相談所の判定が必要
とされている。原則は来所による判定になるが、
補装具の種類によっては書類判定も可能。なお、
島しょや西多摩については巡回相談を実施し、ま
た重度の障害により医学的危険性があるために来
所が困難でかつ巡回相談も利用できない方に関し
ては出張判定を実施している。

②  補装具の支給については、台数、使用年数など
障害の状況や体型の変化、生活環境等に対応でき
るよう柔軟に支給決定をしてください。
 回答 　補装具の耐用年数については、障害者総合
支援法に基づく補装具の種目、購入または修理に
要する費用の算定に関する基準により耐用年数が
定められている。なお補装具費支給事務取扱い指
針では実耐用年数には相当の長短が考えられるた
め再支給の際には実情に沿うよう十分配慮するこ
ととされている。

新　心身障害者福祉センターで行う車イスなどの申
請審査は、遠方から出向かなければならない障害
者の状況等も考慮して時間の変更をするか枠を増
やしてください。
・現在は、午前9時からと午後1時からの2枠し
かなく、午前９時に戸山まで行くには、通勤時
間の電車は混雑していて乗れないので、どうし
てもタクシーを使って行くことになります。居
住地域によっては往復１万円以上もかかります。
せめて、もう少し遅い時間帯か、午後に２枠に
していただけると障害者にとっては利便性が増
すと思います。

 回答 　心身障害者福祉センターで行う補装具判定
の予約時間は、補装具の種目や希望する内容によ
り見込まれる所要時間が異なるため所要時間を勘
案して補装具の種目ごとに設定している。要望に
ある予約時間の種目は、座位保持装置を搭載する
車イスや電動車イスを希望する場合の予約時間。

この種目の予約時間は従来、午前9時と10時だっ
たが、来所者の利便を考慮し昨年度より午前9時
と午後1時に変更したところ。今回の要望を受け、
他の種目の判定を希望する方とのバランスを勘案
しながらさらに予約時間の検討をしていく。

7 地域間格差の解消について

① 『サービス等利用計画書』に沿った適切なサービ
スが受けられるよう、市・区に指導するとともに
提供事業者のサービスの質と量を確保できるよう
にして ください。また、地域間格差が生じないよ
うに指導してください。

 回答 　事業者が良質で安定したサービス提供を行
うための運営に要する費用は基本的に給付費で賄
われるべきであり、障害福祉のサービスの報酬単
価が適切に設定される必要があると考える。この
ため、都は国に対し障害者を支える人材確保、良
質なサービスの提供のためサービス全般にわたり
基本的な報酬の改善を行うことなどを提案要求し
ている。
　障害者が希望する地域で将来にわたり安心して
生活していくためには、必要な障害福祉サービス
が受けられる体制整備が必要。都は、都内を一元
的に捉え、どこに住んでいても必要なサービスが
受けられるよう引き続き積極的に地域生活に必要
な生活基盤の整備を進めていく。

新　通院・入院時もヘルパーの付き添いができるよ
う、市・区に指導してください。
・ 現在、地域生活支援事業の意思疎通支援で入院
時のヘルパー付き添いは地域の実情に応じて行
われていますが、地域により運用状況に差があ
り私費でヘルパーによる付き添いを頼んでいる
ケースも多くあります。必要な人に対して、「意
思疎通支援」でケアできるように、地域間格差
の解消を要望いたします。

 回答 　通院時の病院内、入院時のホームヘルパー
の対応については基本的に医療サービスの範囲に
あり、医療機関が対応することとなっている。し
かし都では、入院時のホームヘルパー対応につい
て支援費以前の全身性障害者介護人派遣事業にお
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いて、利用者の入院治療においてコミュニケーショ
ンや介護方法に特別な配慮が必要なため入院継続
に著しい支障がある時は、当該医療機関が付き添
いを拒まない場合利用者の意思に基づいて派遣を
認めるとして運用している。同事業が、平成15年
より支援費の居宅介護における日常生活支援とし
て実施されるようになっても都としての考え方は
変わっていない。さらに平成18年4月からは障害
者自立支援法となり、日常生活に相当する事業と
して重度訪問介護のサービスが創設された。この
ように障害者を取り巻くサービスが変化する中で
都としては入院中に重度訪問介護のサービスを提
供することについては区市町村の判断を尊重して
いる。なお、意思疎通支援等の区市町村地域生活
支援事業は、区市町村において事業内容を定めて
実施している。事業実施に必要な費用については
都としても応分の負担を行っており、区市町村の
財政力により格差が生じないよう十分な財政措置
について引き続き国に働きかけていく。

新　移動支援は市・区の裁量で支給されています。
重症心身障害児者も支給対象の区も多い中、多摩
地域では条件付きでの支給の地域もあります。毎
年、市に要望を出していますが重症心身障害児者
は対象外で支給されません。障害者差別解消法に
抵触するという声も出ていますので、重症心身障
害児者であっても支給対象とされるよう都より
市・区へ働きかけてください。

　　また、通所、通学の送迎の利用要件についても
地域間格差が生じないよう市・区へ指導してくだ
さい。
 回答 　（2の9項目目の回答と同じ）

8 心身障害者（児）医療費助成について

新　現在ある心身障害者（児）医療費助成（マル障）
の保護者の所得に応じた支給を見直してください。
・現在、マル障医療証については20歳未満は保護
者の所得に応じて支給されています。その他の
手当や医療費についても保護者所得に応じた支
給であり、全て使えない家庭が多くありますが、
上限額ギリギリの所得があるために支給対象と

ならないが高額の医療費がかかる家庭では、重
度重複障害児が必要な医療を受けられない状況
が生じています。マル障医療証に関しては高額
な医療費がかかる重度の障害児の状況をご理解
の上、保護者の所得制限に段階を設けるか、特
に高額な医療費のかかる者に対しては救済措置
を講じるなど対策を検討してください。

 回答 　心身障害者医療費助成制度は、重度心身障
害者が医療の困難性とその経済的な負担が大きい
ことに注目して医療費の公費助成を行っているも
の。平成12年9月の改正では一定以上の所得のあ
る方については介護保険制度等との制度間の整合
性や負担と公平等の観点から応分の負担をしてい
ただくこととした。医療費の負担については、医
療機関等で支払った額が一カ月で一定額を超えた
場合、公的医療保険制度の一つである高額療養費
制度を利用することができる。今後とも現行の制
度を継続していきたいと考えている。

9 バリアフリーについて

①  都営地下鉄各駅にエレベータならびにユニバー
サルトイレ（介助用ベッドがあるもの）を設置し
てください。また、民間鉄道会社各駅にも同様の
働きかけをしてください。

 回答 　エレベーターの整備による駅のバリアフリー
化の促進に向け、国や区市町村と連携しエレベー
ターの設置費用に対する補助を実施している。平
成26年度末までに都内の約9割の駅でエレベー
ター設置による段差解消ルートが確保されており、
引き続き駅におけるエレベーター整備によるバリ
アフリー化の促進に取り組んでいく。
　尚、駅のバリアフリー化を一層進めるため、東
京メトロと他の路線との乗換え駅のエレベーター
を整備し、誰もが利用しやすい地下鉄を目指して
いる。具体的には都営大江戸線新宿西口駅と丸ノ
内線新宿駅やＪＲ新宿駅との乗換えルートや都営
新宿線小川町駅と丸ノ内線淡路町駅との乗換え
ルート等において、エレベーターの整備を計画し
工事の発注準備をしている。
　また、地下鉄駅舎において多機能便房「だれで
もトイレ」には原則として重度障害者の大型のお
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むつ交換シートを設置することとしている。しか
し便房内のスペースが確保できない場合は大型
シートの替わりに乳幼児連れのためのベビーベッ
ドを設置することとしている。東京都福祉のまち
づくり条例施設整備マニュアルにおいて、「だれで
もトイレ」に重度障害者のおむつ換えなどのため
の大型の折りたたみ式又は収納式のおむつ交換
シートを設置することを望ましい整備基準として
示し周知を図っている。

新　都心の大きな道路には歩道橋が設置されている
ところが多くガードレールの切れ目もなく車いす
の横断が困難なことが多いです。歩道橋にはス
ロープもしくはエレベーターの設置をするなど、
いかなる場所でも車いす利用者が通行可能なルー
トを1つ以上確保してください。

 回答 　都は立体横断施設については、高齢者や障
害者等に対する安全性及び移動性を配慮した構造
とすることを整備基準と定め整備を図っている。
また、地域の実情に応じ移動等の円滑化が必要と
認められる立体横断施設については、スロープの
併設又は機械式昇降装置の設置により改良に努め
ることが望ましい整備として示し周知を図ってい
る。

新　野球場、映画館、コンサートホールなどに車イ
ス席の数を増やすとともに、前席の観客が立ち上
がっても観覧可能になるよう、また同伴者席を後
部でなく横に設置するよう都立施設において率先
して実施してください。
 回答 　都が所管する上野の東京文化会館や池袋の
東京芸術劇場には各々大小いくつかのホールがあ
りホールの入口からスムーズに案内できる場所に
車椅子席を設けている。車椅子席の数は大ホール
は10数席、小ホールは数席程度用意している。そ
れらの使用率については概ね50%未満なので現在
の席数で不足はしていないと認識している。同伴
者については通常の座席を隣に用意できれば隣の
席で、用意できない場合は可動式の補助椅子（パ
イプ椅子ではない）を用意して隣に同伴者が座れ
るよう配慮している。
　既存の都立スポーツ施設については、構造等が

施設毎に異なっていたり、構造的に改修が困難な
状況が想定される。今後、オリンピック・パラリ
ンピックに向けて法令や基準が示されてくれば、
それに沿って少しでも要望に応えるために関係法
令、基準を踏まえ検討したい。ただ、スポーツ施
設は日常的に利用者がいるため、大規模の改修に
は一定期間施設を閉館する必要があるので、利用
者への影響なども踏まえながら今後車椅子席や同
伴者席の増設を検討していきたい。

新　公共施設のエレベーターは１７人乗り、２４人
乗りなどストレッチャーが入れる大きさにしてく
ださい。また、エレベーターの利用について車い
す使用者が優先に利用できるよう関係機関への指
導をお願いします。

 回答 　東京都福祉のまちづくり条例施設整備マ
ニュアルにおいて、公共交通施設のエレベーター
は、利用者が特に多い場合は20人乗り以上を導入
すること、緊急時の対応等に配慮しストレッチャー
を載せることのできる奥行が200cm以上あるエレ
ベーターが望ましことを基準として示し周知を
図っている。また、ハード面での整備に加え、利
用者である高齢者や障害者を含めた人々の多様性
の理解を図り、互いに思いやる心を育むソフト面
の取り組みとして普及啓発を今後より一層進めて
いく。

新　2020東京オリンピック・パラリンピックに向
け、東京都は国や大会組織委員会と共に「アクセ
シビリティ・ガイドライン」の策定作業を行って
います。この機会に、大会の関連施設や会場への
アクセス経路だけでなく都内全域でのバリアフ
リーの促進に取り組み、「世界一の都市・東京」を
バリアフリーの面から実現してください。

 回答 　都は昨年度、2020年大会の更なる先を見据
え策定された東京都長期ビジョンにおいて、誰も
が安心して過ごせるバリアフリー環境の構築を政
策指針のひとつとして掲げ、様々な施策展開を
図っている。掲げられた政策指針に基づき、今後
も高齢者や障害者を含めた全ての人が安全、安心、
快適に暮らし、訪れることができるまちづくりを
進めるためユニバーサルデザインの考え方に立ち、
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利用しやすい施設の整備を進めていく。

新　2020東京オリンピック・パラリンピックに向
け、物理的なバリアフリーの促進と同時に「ここ
ろのバリアフリー」の更なる啓発・普及に努めて
ください。
・東京都は多くの大会ボランティアを募集し養成
することを計画しています。そうした機会や学
校教育を通して多様な困難を抱える障害者への
理解推進を図ることがますます必要と考えます。

 回答 　都は心のバリアフリーに関するガイドライ
ンを活用し、学校や地域でのユニバーサルデザイ
ン教育や福祉のまちづくりサポーターの養成や事
業所の接遇向上に向けた普及啓発等の様々な取り
組みを行う区市町村を支援し、思いやりの心の醸
成を図ることとしている。今後も思いやりの心の
醸成の更なる前進に努める。

⓾ 教育の充実について

①  肢体不自由特別支援学校において、常勤または
非常勤の看護師の定数を増やしてください。
・各学校で医療的ケアが必要な生徒数に差がある
ので、実態に見合った看護師配置数が確保でき
るようお願いします。

 回答 　常勤看護師は都の単独の措置であり、都の
職員定数を取り巻く状況が厳しい中で、これ以上
の増員は困難な状況。非常勤看護師は平成18年度
から各校実態を把握して適正な配置を行い医ケア
の実施に努めております。平成18年には90人程
度の体制でしたが平成27年4月には170名に増え
ている。

②  普通校に通う障害児のために介助員を措置して
ください。
・都立高校に関しては生徒の通学が制限されるこ
とがないよう都が責任を持って行ってください。
また、市立、区立の小中学校に関しても市・区
に指導してください。

 回答 　都立高に関しては非常勤講師による個別指
導については各学校で予算の範囲内で適正に対応
している。小中学校の介助員に関しては各市区町

村学校教育委員会が判断するものとなっている。

③  医療的ケアなどで保護者の付き添いが求められ
ている児童、生徒の通学については宿泊行事、校
外学習も含め、保護者が付き添えない場合も教育
を受ける権利を保障してください。

 回答 　校外学習・移動教室・修学旅行などの行事
において重度重複障害の生徒または肢体不自由高
校生に該当し付き添い人なしには参加が困難な生
徒のために校長から付き添いの要請があり、かつ
保護者等の負担で当該生徒の付き添人として付き
添う場合には就学奨励費の支給対象としている。
なお、宿泊行事に対しての医療的ケアの実施に関
しては付添い人がいても原則として保護者が実施。

新　初等、中等教育校舎のバリアフリー化が進むよ
う、市区に働きかけてください。

 回答 　教育庁の直接の所管ではないが新しく建て
るところに関しては当然条例や建築法をもとに
やっているが、既存の校舎に障害のある方が普通
の小学校や中学校に入ってきた場合には現在進行
中のものとしては差別解消法の中にある合理的配
慮の不提供の禁止に関して中央教育審議会で検討
をされていて、その報告書の中では校舎のバリア
フリー化の中で個別の障害者の合理的配慮提供に
関しては校舎の設置者・個別の学校が行うものと
の考え方が示されている。今後は文部科学省の方
から差別解消法に基づく対応指針というかガイド
ラインが示されることになっていてそれを踏まえ
て都の教育委員会としても適切に対応していきた
いと思う。

新　医療的ケアの必要な児童・生徒も通学できるよ
う、交通手段を確保してください。

 回答 　都では特別支援学校の就学に関わる経費の
一部を就学奨励費の中にある学費を保護者の経済
的負担能力の程度に応じて補助しているところで
ある。今後も適切に実施していきたいと思う。移
動支援に関しても厚生労働省の方で検討を進めて
いるとのことで地域支援事業と文部科学省で通学
のあり方など狭間的なところがあり課題を認めて
いるところではあるので今後は何らかの形で支援
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ができるように考えているところである。

❖.  質疑   ❖
医療的ケアのある児童生徒に関しての 

教育保障に関して

①  医療的ケアのある児童のスクールバス乗車に関
しては各学校の校長采配というような形になって
いる。自治体でキャブを出すなどサポートできて
いる地域もあるが都教育委員会としてきちんとし
た制度をもって保障できないものか？
②  各学校の看護師が移動教室や宿泊行事に同行で
きれば保護者の付き添いがなくてもよい場合があ
る。逆に保護者が付き添えない場合に児童生徒が
その行事に参加できないこともある。行事も大事
な教育の一環であるのでしっかりと策を講じて欲
しい。
 回答 　.学校看護師配置は校内の医療的ケアを想定
しての配置なので24時間の家庭での状況もあると
看護師を出せばいいと言うような問題だけではな
い。命が最優先で各学校長の判断もある。全ての
看護師が同じレベルで実施できることでもない。
教育委員会だけでなく国の各市町村との連携をし
ながら安全に行えるように検討していきたい。

⓫ ヘルプマークについて

①  都内の学校や公共交通機関、ショッピングモー
ルなど様々な場所で都内全域に周知してください。
 回答 　義足や人工関節を使用している方、内部障
害や難病の方、または妊娠初期の方など援助や配
慮を必要としていることが外見からは分からない
方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを
知らせることで援助を得やすくなるようヘルプ
マークを平成24年10月に作成した。併せて、都
営地下鉄大江戸線各駅で利用を希望する方に対し
てヘルプマークを配布すると共に優先席を利用し
やすくするため大江戸線車両内の優先席にステッ
カーを表示する取り組みをはじめた。平成25年7
月からは全都営地下鉄、都営バス、都電、日暮里
舎人ライナーへ拡大し、すべての都営交通で実施
した。さらに平成26年7月からは、ゆりかもめ、

多摩都市モノレールに拡大し、その際、併せて都
立学校等にも啓発ポスターを送付した。また平成
26年度から区市町村におけるヘルプマーク活用の
取り組みに対し補助制度を開始した。また民間企
業による普及啓発の取り組みを促進している。今
後も引き続き広く都民の取り組みとなるよう普及
啓発を図っていく。

⓬ 飲料の自動販売機の設置について

①  身体障害者福祉法の規定にあるように、障害者
の就労支援に資するよう売店や自販機の設置が都
の施設や市区の施設に導入できるよう積極的に協
力してください。

 回答 　東京都の公共施設への自動販売機の設置に
ついては、障害者団体等の設置促進を図るため身
体障害者福祉法ならびに母子および寡婦福祉法に
基づき東京都の公共施設内における身体障害者等
売店等設置の促進に関する要綱を定め、すべての
局に対し自販機等設置可能施設調査を毎年実施し
ている。設置可能施設があった場合には、施設所
管局に対し障害者団体等を推薦している。区市町
村についても法に沿って事業を実施すべきなので、
機会をみて情報提供を行っていきたいと考えてい
る。

政党ヒアリング報告

　平成27年9月2日（水）.11時〜民主党、13時〜公
明党。3日（木）14時〜共産党、15時30分〜自民党
のヒアリングが行われ、予算要望書に基づきグルー
プホームや短期入所施設の設置等、障害児者が地域
で生活していくために特に必要と思われる事項につ
いてお伝えしてまいりました。2日には30名以上、3
日には20名以上の地区会員のみなさまにご参加いた
だきました。ご協力に感謝いたします。
　限られた時間の中で効果的に要望事項を伝えるた
めには要望書の作り方にも工夫が必要であると感じ
ましたので、今後、理事会や地区連絡会でも検討し
ていきたいと思います。　　　　　　　　
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「地域指導者育成セミナー」報告
平成27年度 関東甲信越ブロック

広報部　鈴木 久美子

　8月22日（土）、23日（日）に長野県上田市の「旅
の宿　南條」において開催され、関東甲信越ブロッ
クより約40名が参加しました。
　この事業は、公益財団法人ＪＫＡの助成を受け、
全国肢体不自由児者父母の会連合会が全国7ブロッ
クで毎年行っています。制度について専門家に解説

していただき、その内容の研鑚と周知に努め、障害
者を中心とした自助、共助、公助がスムーズに推進
される地域社会を目指す手法を学び、各地域の中で
広く父母の会の場で活躍できるリーダーを育成する
ことを目的としています。
　今年度のテーマは「相談支援が拓く、障害福祉の
未来」。1日目は日本相談支援専門員協会の田畑寿明
氏に合理的配慮を踏まえた相談支援について講演し
ていただき、2日目はグループ討議と報告会が行わ
れました。
　グループ討議では、相談支援専門員や事業所の不
足、スキルの不足、合理的配慮の社会への認知力不
足、地域格差なく進んでほしいなど、さまざまな意
見が出されました。
　東肢連より参加した6名の中から3名の方に感想
をいただきました。

　相談支援について学べるということで、セミナー
に参加しました。先ず「障害者権利条約」の特徴で
あるパラダイムシフト（ヘルプからアシストへ）の
考え方や、「合理的配慮」について理解することが必
要だとわかりました。
　相談支援によってつくられる「サービス等利用計
画」は自分が希望する生活を言語化するプロセスで
あると教わりましたが、言葉で表現できない子ども
たちの場合は、親がその代弁者となり、子どもの生
活がよりその子らしいものとなるために希望を伝え
るわけです。そのためには親が自分の子どもを一人
の人として客観的に見て、子どもの気持ちを伝えて

いかなければならないと感じました。
　田畑先生の「親はパイオニアであれ！　父母の会
が支えとなる」という言葉が大変印象に残っていま
す。「こんなものがあると助かるな」と思ったら、地
域の社会福祉協議会に持ち込んでみよう。「あると助
かるな」は、やがて制度化されて、「みんなが助かる
な」になると話されていました。
　必要なものを声に出して伝えていくことが相談支
援の基本であると認識でき、更には父母の会の存在
意義も再確認できました。とても有意義なセミナー
に参加させていただき、感謝申し上げます。

参加者の感想

渋
谷
区
関東甲信越ブロック地域指導者育成セミナーに参加して

渋谷区肢体不自由児者父母の会　竹政　真弓

意見発表
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　長野県上田市で開催された本年度のセミナーは相
談支援についてでした。相談支援専門員コーディ
ネーター田畑氏の講演はとても有意義でした。障害
者基本法に「合理的配慮」が明記され「相談支援」
が重要な事なのかがとても良く理解できました。
　又、地域の支援体制を整え質的向上が、障害者自
身の人生を豊かに出来る大きな鍵になる事を実感し
ました。

　一つ心に残ったのは、
「あると助かる支援」「あ
る、たす」をいかに制度
として求めていくか、声
を挙げていくか。これか
らの課題です。
　最後になりましたが長野県の皆様大変お世話にな
りました。ありがとうございました。

　8月22日（土）〜23日（日）に、長野県上田市の
別所温泉で行われた地域指導者育成セミナーに参加
してまいりました。今年度のテーマは「相談支援が
拓く、障害福祉の未来」で、今年度の全肢連発行の
療育ハンドブック「肢体不自由児者への合理的配慮
とは〜合理的配慮を踏まえた相談支援〜」をテキス
トとし、講師は執筆者の日本相談支援専門員協会
コーディネーターの田畑寿明氏でした。
　田畑氏は大変お話の上手な方で、権利条約の批准
に至るまでの障害者福祉制度の変遷から合理的配慮
とは何かという難しくなりがちな話をユーモアも交
えつつ、わかりやすく説明してくださり、合理的配
慮とは『障害者の必要を考えて状況に応じた調整や
変更を行うこと』であり、基本的に障害のある人か
らの求めがあって初めてその『必要』が明らかにな
る、とのことでした。だから障害者やその家族が不
便に感じることや配慮のない対応に接した時に声を
出していくことで合理的配慮は進んでいくものだと
お話しされていました。
　また相談支援についての話では、『サービス等利用
計画』とは本人の希望する生活を言語化するプロセ
スであり、チーム支援の羅針盤となるものだとおっ
しゃっていて、これからの相談支援に求められてい
ることは、障害のある人も障害のない人と同様に地
域で自立して生活するために必要なサービスについ

ての情報を提供し、ニーズを適切に把握し多様な資
源に結び付け、資源がなければ開発して障害者のニー
ズを充足させる包括的な支援であること、つまり、
個別的な支援を行う小さなケアマネのような役割と
地域づくりの大きなケアマネのような役割であると
のことでした。
　そして質疑応答の中でもおっしゃっていましたが、
納得のいかないことがあった時はすぐに相談するこ
とが大事だ、とのことでした。しかし相談員の力量に
は残念ながら差があり、良い相談員と出会うことも
良い計画作成につながる重要な要件であるようです。
　2日目のグループ討議でも、やはり相談員の質や
相談員や指定特定相談支援事業所自体の数が足りな
いことによる不安の声が多く出ていました。そして、
この制度自体が周知や事業所や相談員の確保が不十
分なままスタートしてしまったのではないか、とい
う不満や不安の声も多く聞かれました。
　今回のセミナーに参加して学んだことを、私自身
も地域に戻り会員に伝えるなどしてサービス等利用
計画がよりよい地域づくりにつながっていくように
努めていきたいと思いました。また、他県の会員さ
んたちと意見交換や交流の時間が持てたことも大き
な収穫でした。参加の機会をいただきありがとうご
ざいました。

世
田
谷
区

関ブロ『地域指導者育成セミナー』に参加して
世田谷区肢体不自由児（者）父母の会会長　三井 美和子

武
蔵
野
市

地域指導者育成セミナーに参加して
武蔵野市肢体不自由児者父母の会副会長　山崎　久美

講師　田畑氏
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茨城大会報告
第52回 関東甲信越肢体不自由児者父母の会連合会

広報部　鈴木 久美子

　平成27年7月11日（土）茨城県水戸市の「茨城
県立県民文化センター」に於いて第52回関ブロ茨城
大会が開催されました。約400名の参加があり、東
肢連からは70名ほどが参加しました。開会セレモ
ニー、大会式典の後、「どうしたら地域社会で共に幸
せに暮らしていけるのか」をメインテーマにシンポ
ジウムが分科会形式で行われました。

第一分科会

テーマ： 医療的ケアが必要な重度障害児者が 
地域社会で生きていくために

コーディネーター：
. 社会福祉法人パステル.常務理事　石橋須見江.氏
提言者：東京都肢体不自由児者父母の会連合会
. 副会長　河井　　文.氏
提言者：神奈川県鎌倉市肢体不自由児者父母の会
. 高志　和枝.氏
提言者：長野県上田市肢体不自由児者父母の会
. 上原　和子.氏

石橋氏
　「医療的ケアが必要な重度障害児者が地域社会で
生きていくために」という非常にすばらしいテーマ
で、私自身たくさん勉強することがあるなと思って

まいりました。
　一つは、医療的ケア。この言葉は医学の進歩と共
に変わっていきます。その概念が固定的ではないと
思っております。医療的ケアといいますと、人工呼
吸器や常時たん吸引が必要な方々といわれていて、
今、その大部分の方々が学校に通っており、福祉と
医療との関係が大きなテーマになっています。
　二番目は、地域社会に生きていくということ。医
療的ケアのある方々は、成長とともに、年齢ととも
に、もともと持っている障害に二次障害が発生した
りというようなことがあると思いますので、そうい
う中で地域でどのように生きていくかが二番目の
テーマになると思います。

大会式典

全肢連ブース

第一分科会
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　三番目は、今、医療的ケアの方々を支えているの
は家族ということ。家族を支えることが重要な課題
になっていると思います。

河井氏
⃝現状  
　息子28歳。小頭症による四肢体幹機能障害。身障
手帳1種1級。愛の手帳1度の重度重複障害。現在
必要としている医療的ケアは、鼻腔・口腔内の吸引、
喉頭分離切開のため気管内吸引、鼻腔留置の経管栄
養。利用している福祉サービスは、生活介護（週5
日）、短期入所（月1回程度）、訪問入浴サービス。
⃝生活介護施設における医療的ケア
　法人として「医療的ケア実施要綱」を策定し、職
員が医療的ケアを実施している。また、一人の利用
者に対し複数の職員が対応できるようにしている。
⃝親として考えていること
　本人の理解者をできるだけたくさんつくる努力を
している。自分一人で抱え込まず、受けられる支援
を親も子も元気なうちにできるだけ利用して本人に
も慣れてもらう。身体状況も含め、情報の共有を図
ることに努めている。
⃝今後の課題
　将来の生活設計をどのように考えるか。親がいつ
までも見られるわけではないので、現状ではグルー
プホームで医療的ケアに対応するのはむずかしいが、
すぐには無理でもいずれはグループホームでの生活
ができるように、例えば訪問診療医や訪問看護師と
の連携を親の立場からどうやってつくっていくかな
ど、法人とも話し合いながらつくっていきたい。

高志氏
⃝本人の生活歴
　娘29歳。15歳でごえん性肺炎になり、喉頭チュー
ブ、経管栄養を開始。17歳で酸素が必要となる。18
歳で胃ろう、20歳で人口呼吸器が必要となる。
⃝現在の医療的ケアの内容
　人工呼吸器管理（24Hr）、酸素投与（24Hr）、喉頭
気管分離のためカニューレ装着（吸引）、胃ろう（注
入）。
⃝利用しているサービス
　デイサービス（週3回）、デイサービス利用時に送

迎介助（二人体制のため2事業所を利用）、訪問看
護・介護（週2回）、訪問入浴（週2回）、療養介護
入所.月1〜2回（2施設）
⃝人工呼吸器のメリット・デメリット
　メリットは、本人の体調がとても安定している。
デメリットは、移動が大変。本人と人工呼吸器がセッ
トなので移動の際は親一人ではできないためヘル
パーの介助がかかせない。移動や入浴などで呼吸器
をはずす場合は家族の介護が必要なため、家族の負担
が大きく時間も拘束される。呼吸器がついていると
ショートステイ等の施設への受け入れが困難である。
⃝今後の課題
　親の加齢による体力の減退を考えると施設入所が
望ましいが、看護師不足やヘルパー不足で入所可能
な施設がない。

上原氏
⃝生い立ち
　息子29歳。低体重児で出生し脳に強いダメージを
受けたため重い障害が残ってしまう。となりの市に
ある通園施設に2年間通い、その後は親元を離れて
入所し、入所施設に隣接する養護学校に通う。卒業
を目前にした頃グループホーム設立の声がかかり、
約2年後にグループホームでの生活を始める。
⃝グループホーム設立
　学習会、会の立ち上げ、県や市に交渉、業者公募・
決定、募金活動などを経て、活動から約2年で開所。
60坪ほどの平屋。利用者4名（個室）、ショートステ
イ1部屋。温度調整可能な床暖房。くつろぎスペー
ス。食事時は訪問ヘルプサービスを利用しマンツー
マン対応。現在、ショートステイは5名利用。
⃝息子の現状
　現在は腸ろう。ホームでは週3回の入浴。通所施
設に週4日。盆・正月・月末の土日のみ家庭に戻り
家族と生活。
⃝今後に望むこと
　保護者と施設との厚い信頼関係がなければあずけ
られない。現在、スタッフとの情報交換は帰省の時
のみなので、定期的な話し合いの場が必要だと思う。
過去に困ったことは、看護師とスタッフとの情報が
共有できてなかったことや、スタッフ不足で急な入
院のときに親が大変な思いをしたこと。緊急時に対
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応ができるよう、すぐにスタッフを補充できる体制
が必須だと強く感じている。また、現場のスタッフ
の教育、専門職員の育成にも力を入れてもらいたい。

石橋氏
　三人の話の中から私たちが学んでいくことは、親
としての子供への愛情がその子の対策、そのお子さ
んの幸せを生んでいるということ。そういうことが
施設やいろんな制度を動かして、それぞれのお子さ
んの安定していく場所が見つけられています。そし
て、そこには職員の専門性が要求されていることが
わかってきたと思います。

第二分科会

テーマ： 相談支援を上手に使うには 
─うちの子、将来どうなっちゃうの?─

コーディネーター：
. NPO法人おおぞら　常務理事　秦　　靖枝.氏
提言者：千葉県千葉市肢体不自由児者父母の会
. 副会長　西長　和子.氏
提言者：新潟県肢体不自由児者父母の会連合会
. 副会長　石川　東二.氏
提言者：茨城県つくば肢体不自由児者父母の会
. 会長　大石　洋子.氏

秦　氏
　40年間いろいろなことをやってきましたが、特に
この20年間は障害があるなしにかかわらず誰もが安
心して暮らせるような地域社会をつくりたいという
ことで活動を続けてきました。実際にはまだまだ大
変なことがたくさんあるけれども、このことがわかっ
ている人たち（関係者）が軸になりながらこの活動
を進めていくことはすごく大事なことだと思います。
そういう思いも含めて、なぜ相談支援が必要なのか？
を説明していきたいと思います。
　障害者の定義は国によって、地域によって大きく
異なっています。日本での定義は、身体障害、知的
障害または精神障害があるため長期にわたって日常
生活または社会生活に相当な制限をうける者で、原
則手帳を持っている人に限られています。難病と発
達障害の人は医者の診断書があればサービスは受け

られますが、基本的にはかなり選別に決められてい

ます。それに対して、いま国連で出されている定義
は、通常の人間的ニーズを満たすのに特別な困難を
もつ普通の市民となっています。また、時代によっ
ても変わってきていて、最近では医療モデルから生
活モデルに変わっています。医療モデルとは、病気
やけがや障害等があったときに治療やリハビリをし
て本人が努力をして社会で生活していくこと。これ
が今、生活モデルの考え方になっています。本人が
努力をして地域に合わせるのではなく、地域が努力
をして合わせるということ。「私たちのことは私たち
抜きで決めないで」ということから、ケアする側か
らの考えだったのが、障害者本人の意思を最優先す
るようになりました。当事者の自尊心・自己決定権
の重視・差別の禁止・社会参加の権利などを主にし
ながら社会の側が変わっていって、障害者本人が一
人の人間として自分の意思を大事にして、自分で自
分の幸せな人生を送るという考え方が保障されます。
　暮らし・日中活動・社会参加という三つの機能を
すべて同じ建物の中でやっていたのが今までの入所
施設での対応でした。それが今は住むところはアパー
ト・グループホーム・在宅など、そして日中活動も
就労・生活介護・通所など様々、また余暇もそれぞ
れ自分が納得するところを探して行きたいところへ
行く。一つのところで済んでいたことがいろいろな
内容を組み合わせることになるので、ここで本人の
権利を守る場所として相談支援というものができま
した。どういうことをどんな人に助けてもらいなが
らどんなサービスを使いながら、家族や地域や事業
所などいろんな人がかかわっていきながら、本人の
夢を実現していくコーディネイトの役割をして生活
の質を上げていく、本人の夢へ向かって歩いていく

第二分科会
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権利を守っていくのが相談支援事業所の相談支援専
門員の仕事となっています。
　制度は始まりましたが、事業所数がすごく少なく
相談支援専門員の研修等も不十分で現実にはまだま
だ厳しい状態です。丁寧に説明を受けて十分な理解
をしている人は少ないと思いますが、障害者が幸せ
に暮らしていくにはとても大事なことで、良くして
いくためには声を上げていくことが必要です。

西長氏
　平成26年度までに、原則として全ての障害児者を
相談支援の対象にするとしていますが、現状はどの
ようになっているのか？　提供体制の整備はどの程
度、どのように進んでいるのか？　わが子にとって
の「福祉サービスを利用しての豊かな生活」とはど
んなものなのか、豊かな生活と、たくさんのサービ
スを受けられればそれで良いと思うこととは、少し
異なるように思う。明日も明後日も障害という人生
が続く未来に、断片的に支援が入るのではなく、そ
こからの人生を乗り切っていけるような支援はどう
すればできるのか？　今現在を「助ける支援」を必
要としている人には、もちろん何をおいても直接的
な支援が必要ですが、現状を見据え、理解し、今を
助けるだけの支援でなく障害者自身の生涯を見据え
た未来を導く支援には、保護者、介護者、環境に少
なからず良い影響を及ぼし、それが福祉を取り巻く
すべての社会のスキルアップを導くことに繋がると
信じます。

石川氏
　相談支援を上手に使うには、今まで個人や家族で
考え悩んでいたことを相談支援センターの相談員の
方と話し合いながら障害者自身の心身の状況を知っ
てもらい、そのうえ家庭や地域の環境とマッチング
した方向へと考えてもらいたい。そして、自分の将
来像をいつも念頭に置きそれがいつか変わっても
はっきりとそのことを相談員に話すことが大事なの
ではと思う。たいした事でなくとも相談員と顔を合
わせ話をするのも良いことだと思う。

大石氏
　希望のライフスタイルは、学生時代は自宅で家族
と居宅サービスで生活。卒後は平日は通所施設で居
宅サービスを中心に自宅またはＧＨで生活。週末は
余暇サークルに参加し友人との時間を確保する。福
祉サービス以外の資源も活用したい。重度でも、幸
せに生きていきたい。
　今後について、地域にサービスが少ないと希望の
プランが立てにくい。制度を知り活用することが大
切だと思う。福祉サービスの質と量は、行政、地域、
本人、家族で少しずつ改善するよう努力が必要だと
思う。

秦　氏
　最後に私から一番伝えたいことを話したいと思い
ます。今回の障害者権利条約の中で大事なことは、
本人の意思決定支援ということ。障害者本人に意思
がないわけではないが、社会経験が少なく情報も少
ないため意思決定がむずかしい。社会経験をできる
だけ増やし、情報をいかに本人にわかりやすく本人
が理解できるように伝えてあげられるか。これがな
いと本人は意思決定ができません。情報を伝えてあ
げるのは家族や施設の職員など、周りにいる人たち
の力量だと思います。常日頃から自分の意思を表明
する訓練や練習、自分で考えて決める、自分で選ぶ、
本人が返事を出すまで待ってあげる事が大事だと思
います。
　普通の人間として普通に地域で暮らすことは危険
が伴うこともあります。でも、それをみんなで繋がっ
て協力しながら支援できる地域社会になればすばら
しいなと思います。

　最後の全体会では、前年度大会報告（栃木県肢連）、
大会決議、大会旗引継ぎ、次期開催県あいさつ（神
奈川県肢連）があり、大会の幕を閉じました。この
後、会場を移動して情報交換会が行われました。
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第48回 全肢連全国大会報告
広報部　島田 泰介

　平成27年9月12日.（土）、13日.（日）.の両日、全
国大会が香川県高松市のサンポートホール高松で、
第46回中国四国ブロック香川大会と同時開催されま
した。全国から1060名、東肢連からは44名が参加
しました。
　大会テーマを『医療的ケアの必要な重度障害児者
への支援〜暮らしを支える支援の在り方〜』とし、
父母の会の重要課題の一つを掲げました。
　大会一日目の開会セレモニーの最後に上野.密・全
肢連常務理事による基調報告があり、引き続き石橋
吉章・全肢連副会長が「中央情勢報告」と題して基
調講演を行いました。
　続いて5人（4人のシンポジストとコーディネー
ター）によるシンポジウムが行われ、大会テーマに
沿ってそれぞれの立場からの提言の後に、会場の参
加者との質疑応答や意見交換が行われました。（シン
ポジウム要旨は別掲）
　また、開会セレモニーに先立ち知的障害のある方々
とレッスンの先生によるヘルマンハープ（小型のハー
プ）の演奏や、休憩時間を利用して日本介助犬協会
のデモンストレーション、恒例の全肢連地域支援見
本市「ばりあふりーフェスティバル2015.in.香川」な
どが行われました。
　夕方からは会場をJRホテルクレメント高松に移
し、500名余りの参加を得て盛大な情報交換会が催
されました。アトラクションでは、よさこい演舞連
による華やかな演舞や極真カラテの力強い演武が披

露されました。また恒例のコカ・コーラの抽選会で
大いに盛り上がりました。
　大会二日目は、障害児者の二次障害に関する記念
講演が行われ、参加者は講師の話に真剣に聞き入り
ました。（講演要旨は別掲）
　閉会式では次の5つの項目、「医療的ケアに対応で
きる短期入所の整備拡充」「重度心身障害児者の訪問
看護等の在宅医療の充実」「障害基礎年金の増額」「災
害時の障害児者援護体制の早期確立」「障害者の生活
の場や日中活動の場の整備拡充」を求める大会決議
文が採択されました。そして、来年の全国大会は関
東甲信越ブロック大会と同時に7月30日.（土）.〜31
日.（日）.に神奈川県横浜市で開催されることが報告
され閉会しました。
　

シンポジウム要旨

テーマ：.医療的ケアの必要な重度障害児者への支援
～暮らしを支える支援の在り方～

コーディネーター：香川県教育委員会事務局
. 特別支援教育課主任指導主事　藤田　　明.氏
シンポジスト
　. 香川県立高松養護学校教頭　堺　るり子.氏
　. 社会福祉法人ラーフ理事長　毛利　公一.氏
（独法）.国立病院機構.四国こどもとおとなの医療センター

　. 看護師　白井　　澄.氏
　. 香川県肢連事務局長　河野　佐保.氏

介助犬の紹介 情報交換会も盛り上がり 特賞の自転車が東肢連の会員に！
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＜藤田　明 氏＞
・.平成2年から香川県内の養護学校3校に勤務し、平
成23年から高松圏域自立支援協議会のメンバーと
して医療的ケアが必要な障害児者が利用できる社
会資源の開発に取り組む。平成24年から現職。
・.4人のシンポジストには、それぞれがテーマに沿っ
てこれまで行ってきた取り組みとその結果や成果
と課題について発表してもらいテーマを深めたい。
その際、地域課題として暮らしを支えるために必
要な〈支援者づくり〉〈場所づくり〉〈ネットワーク
づくり〉〈情報提供〉.を踏まえた取り組みについて
の提言をしてほしい。

＜堺 るり子 氏＞
・.香川県の養護学校で肢体不自由教育及び知的障害
教育に携わり、訪問教育を担当したときに初めて
医療的ケアが必要な子供たちに出会い、四国訪問
教育研究会を立ち上げる。その後訪問教育の高等
部設置の実現に向け活動。平成23年度から現職。
・.香川県の特別支援学校は9校。うち肢体不自由校
は本校1校。現在113名が在籍し15名が学校で医
療的ケアを受けている。
・.平成17年から学校看護師が配置され10年間に様々
な課題が克服された。その間、3年前から医ケア
室を整備し新たなステージに入ったことで、より
安全で安心な医療的ケアの体制がほぼ整った。こ
れからの課題は緊急一時や災害等による帰宅困難
時の丁寧な対策の検討が残されている。
・.〈支援者づくり〉高等学校看護科・専攻科の生徒た
ちには毎年本校での臨地実習を通して医療的ケア
の実技と同時に、子供たちとコミュニケーション
を楽しみ、関係づくりを学んでほしい。今後、医
療的ケアを理解し行ってくれる人たちがどのくら
い増えるかというところで、臨地実習で皆さんに
ヒントを提供したい。
・.〈ネットワークづくり〉日常、学校の中では他の職
種（医師、歯科医、理学療法士、スクールカウン
セラー等）の方々と連携して指導を行ったり、医
療的ケアをチームで連携して支えているが、この
ような学校の中での小さなネットワークづくりを、
一歩広げて生活の中でどのように実現していくか
を継続して考え提案できればよい。また、暮らし

の中で誰とどのように繋がっているか、学校生活
の中で考え、これからは個別の強い関係を軸にし
て繋がりを広めていくことを考えていきたい。

　
＜毛利 公一 氏＞
・.平成20年にNPO法人（現在は社会福祉法人）ラーフ
設立、理事長として各種事業を展開する傍ら当事
者として講演活動や障害者運動に取り組んでいる。

・.平成11年にアメリカに棒高跳びのコーチになるた
めの経験と語学を勉強するために留学。その時遊
びに行ったビーチで大波に打たれ頸椎損傷で首か
ら上が動くだけの生活を余儀なくされる。医師か
らは「一生ベッド上の生活で呼吸器も外せないだ
ろう」と言われる。しかし絶望はせず「必ずもう
一度立って歩く」ことを諦めずに現在も訓練を重
ねている。尚、呼吸器はたゆまぬ呼吸の訓練の結
果奇跡的に外すことができた。

・.呼吸器の他に胃ろう、腸ろうから離脱できたので
現在必要な主な医療的ケアは導尿。かつて呼吸器
が必要な重度の障害者としてアメリカからの帰国
時に受け入れてくれる転院先がなかったが、簡易
呼吸器にすることで転院できた。また、導尿のた
め日中の通所サービスを拒否された際に簡潔バ
ルーン（使いたくなかったが）を通所の条件にさ
れたので仕方なく使って通所した。

・.当事者と事業者の立場で考えている課題として、
医療職と介護職の問題がある。解決策として、ま
ず両者の能力と知識の差を埋める（収入面や技術
面を含めて）。また、わだかまりを解く（「医療職
が上で介護職が下」という考え）。そして、両者の
合同研修会と介護職の医療的ケアの開催条件の緩
和や開催頻度の増加が必要と考える。

・.〈情報提供・ネットワークづくり〉沢山の人と繋
がって沢山の情報を収集するためのネットワーク
を大切にしたい。また、自分で自分の可能性を狭
くしない（例えば、自分のやり方に拘らずヘルパー
のやり方も理解し受け入れる）ことを心掛けたい。

・.持ち前の負けず嫌いな性格で明るく前向きに人生
を突き進んでいます。

　
＜白井　澄 氏＞
・.平成16年に入職した善通寺市の旧国立病院機構香
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川小児病院と他の旧国立病院が合併し、平成24年
に当院が新たに設立された。そこで地域医療連携
室に配属になり、在宅の重症心身障害児者の家族
と短期入所や生活介護の相談、調整業務に携わる。

・.当院の短期入所の利用登録者は46名で月の利用者
は15名程度。医療的ケアが必要な方は呼吸管理を
含めて7名。対象者は身体障害者手帳1級、療育
手帳ＡかマルＡを併せ持つ重度障害の方。
・.在宅支援通園センター「おひさま」の対象者は、放
課後等デイサービス、生活介護の受給者で障害者
手帳は短期入所と同じ1級とＡかマルＡの所持者。
登録者は42名で1日の定員は15名。
・.医療的ケアが必要となった方の退院支援は、入院
早期から個々にアセスメントして必要な支援を考
え、地域に戻っても家族のペースに合わせて一緒
に進んでいくことを大切にし、医療はそのひとつ
と考えている。
・.〈ネットワークづくり〉今後の課題は県内の他の入
所支援施設との医療の連携。そして子供から大人
への継続的な支援と、そのための「かかりつけ医」
の必要性。さらなる教育と医療の連携。これらの
課題を地域医療連携室での相談や調整をとおして
充実を図りたい。

＜河野 佐保 氏＞
・.昭和57年に看護婦免許を取得、愛媛大学医学部付
属病院に2年間の勤務経験がある。昭和59年に結
婚。平成7年に息子が生まれる。
・.息子は現在20歳。平成24年に胃ろうからの注入
開始、気管切開、24時間の呼吸器使用と同時に酸
素療法等の医療的ケアを行いながら2か所の生活
介護施設に週3〜5日通い、月に1〜2回はショー
トステイを利用。
・.ショートステイは空床利用だが昨年末に突然、利
用している四国こどもとおとなの医療センターか
ら、空床が無くなるので今年1月からの利用は出
来ないとの連絡があった。県内には6か所の短期
入所施設があるが医療的ケアに対応できるのは、
四国こどもとおとなの医療センターだけ。
・.そこで現状と課題を浮き彫りにするためにアン
ケート調査票を県内の肢体不自由児者を介護する
人を対象に配布し実施。115人から調査票を回収

した。
・.その結果、ショートステイの利用状況を尋ねると
「利用している」がほぼ半数を占め、「利用したい
が出来ない」（14％）「今後利用したい」（30％）と、
利用意向がある人を合わせるとニーズは90％以上
にのぼることが分かった。また、医療的ケアが「あ
り」（50％）「なし」（49％）でほぼ半々。そして、利
用出来ない時どんなことに困るかを自由記述で回
答してもらうと、「介護者の病気・入院・体調不
良」が最も多く、次に「介護者の家族の介護・通
院・入院」や「介護者・家族のリフレッシュ」が
多かった。

・.〈場所づくり〉結果は報告書にまとめて県知事と県
議会に提出し、医療的ケアの必要な重度障害児者
が利用できるショートステイが少ない現状を訴え、
ショートステイの場所の確保を要望した。現在、
県議会の専門委員会で検討中である。

・この結果に限らず、様々な現状や問題が明らかに
なった時、その度に地域の行政や国に訴え続ける
ことが父母の会の役割と考える。

❖ 質疑応答・意見交換

・.特に医療的ケアが必要な子供たちの通学保障と安
全を最優先する学校や教育委員会の考え方の隔た
りにより、保護者に負担がかかる自主通学に替わ
る解決策を望む声が大阪府や奈良県の参加者から
出された。また、奈良県でもショートステイの空
床利用の現状はおかしいと訴え、一定の定員の確
保を要望しているとの報告があった。

・.移動支援については清水誠一・全肢連会長から、
通勤や通学に移動支援を使えるよう、また地域生
活支援事業ではなく国の個別給付とするよう現在
議論されている総合支援法の「3年後の見直し」の
検討課題の一つとしてヒアリング等を通して国等
に訴えている旨の発言があった。

・.最後に香川県の参加者から、医療的ケアを必要な
家族を支えるためにはその家族全員をケアする体
制をつくることが大事で、そのために医療、看護、
福祉、教育などの連携が取れるようこれからもよ
ろしくお願いしたい、との発言に会場からは大き
な激励の拍手が送られた。
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記念講演要旨

テーマ：.障害児者の二次障害を防止して残存機能を
最大限に発揮するためのシーティング

講　師：（株）.アクセスインターナショナル代表取締役社長　　
. 山崎　泰広.氏

❖ シーティングとの出会い

・.1960年東京生まれ。79年、留学中の米国で転落事
故により脊椎損傷、下半身麻痺となり車いす生活
が始まる。
・.骨盤の傾きが原因で左側の坐骨の辱蒼（じょくそ
う）を何度も再発、７回の手術をしたが治らず諦
めていたが最後に受けたアメリカでの手術の後、
骨盤の傾きを治すシーティングを提供され、クッ
ションやバックサポートを使用して傾きは改善し
以後20年以上辱蒼は再発していない。
・.この経験を機にアメリカからシーティングスペ
シャリストの理学療法士を日本に招きセミナーを
開催、自分も国際シーティングシンポジウムに毎
回参加。（今年は37カ国から2000人以上のセラピ
ストや医療、リハビリ関係者が参加）　シーティン
グは世界標準になっているのに日本からの参加は
極めて少ない。
・.日本はPTやOTの資格を取ると古い知識や技術の
まま一生所持できるが、例えばアメリカは2年で
更新のため常に新しい知識や技術の修得が必要。
・.日本にはシーティングの情報がなかったことで、
二次障害を生じさせてしまうことが多い。
二次障害を「運命」と諦めてしまう。

❖ 障害児者と健常児者

・.車いすは「運搬」の道具と考えられていた。車い
すを一日中使っても快適に過せる「生活の場」に
改めることが必要。

・.日本で見かける障害児が健常児用バギーを使うの
は、体を包み込むような姿勢が変形を助長するこ
とになり正しい姿勢の保持に不向き。

・.健常児と障害児は異なる。健常児は自分で体を動
かし姿勢を整えることができるが障害児には出来
なかったり、しようとしない。だから障害児は体
を保持するシーティングや車いすを適切に使用す
ることが必要。

・.また健常者には問題のない姿勢が障害者には二次
障害の原因になる。長時間の悪い姿勢で二次障害
が生じるが短時間なら問題ないのでそこをケアし
てやる。

・.障害者はなぜ悪い姿勢を取るのか。衰えたり失わ
れた筋肉に一因があるので正常な筋肉の代わりに
外部からの支持が必要。

・.シーティングで使う道具は正常な筋肉の代わり。
「有害な姿勢」にならないように「支持された姿
勢」で快適にするのがシーティングの基本。

・.有害な姿勢を取るもう一つの原因は車いすやクッ
ションの不充分なサポート。健常者が長時間快適
に使用できる椅子は固い座面と背もたれであるよ
うに車いすの座面と背もたれの基部には固い素材
を使い、その上に柔らかい素材で覆い正しい姿勢
と同時に快適性を保持できるようにすることが必
要。

❖ シーティングの目的

・.残存機能を最大限発揮することを目指し、二次障
害（変形、脱臼、拘縮、辱蒼、寝たきりなど）を
防止すること。

・二次障害の多くは、元の障害のためではなく障害
により正しい姿勢が保持できずに悪い姿勢に陥る
ことが原因で生じている。

・.つまり障害による筋緊張やアンバランスによる悪
い姿勢。特に左右や前後のアンバランスがあると
顕著な二次障害を生じることがある。

・.シーティングで大切なことは、まず骨盤の適切な
保持。次に正しい姿勢の確立のためにアラインメ
ント（車いすに座る時に頭－肩－骨盤が一直線に
ある状態）が必要。三つ目がよい姿勢による座圧
の分散。

山崎氏による記念講演
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❖ 二次障害の防止

・.「二次障害は防止出来る」と考えることから始める
・.シーティング（車いすに座っている時の姿勢）と
ポスチャーケア（立位や寝ている時を含めた姿勢
管理）での正しい姿勢が大切。
・.無理をしない。酷使しない。そのために適切な道
具（自助具や車いす）の活用やバリアフリー環境
の提供が必要。
・.早い時期から始める。二次障害は発生してから治
すより発生させない方が重要で簡単。
・.例えば、骨盤が傾く（後傾）ことで尾骨の痛みや
辱蒼、円背（えんぱい）、視野を得ようとするため
に生じる首や肩の筋肉痛、飲み込みの問題（誤嚥
など）、上肢の使い難さ、呼吸や肺、ずり落ち、筋
緊張、排尿の問題など様々な問題が生じるが、こ
れら個々の問題に対処する前に骨盤の傾きを元に
戻すことを目的にしたシーティングの考え方で問
題の改善を図る。

❖ リハビリとシーティング

・.リハビリを行って改善しても次のリハビリまでに
元に戻ってしまう事があるが、その間をシーティ
ングで維持させる事でより効果的なリハビリにつ
ながる。

・.麻痺があってもリハビリや運動でその部分を動か
すことが大切。動かすことで拘縮を防ぎ可動性を
確保すること。自分で出来る人は自分で、出来な
い人は家族に動かしてもらう。

・.シーティングは提供した時が終わりではなくス
タートと考え、リハビリと組んで少し調整するこ
とで更なる姿勢の改善が可能。

❖ 持って生まれた運命ではない

・.シーティング製品の多くは座位保持装置活用部品
と認定されている。それが必要との判定が下りれ
ば公費で入手することが出来る。

・.シーティングは家族だけでなく、学校や職場や施
設の人達の理解が必要。
また福祉事務所や医師、セラピストなどみんなの
考え方が同じになり、同じ目的意識で「心をひと
つ」にして進むことが大切。

・.二次障害は運命ではない。.周囲の人たちがシー
ティングを知らなかったことで適切な対応が出来
なかった故にそう考えていたに過ぎない。

・.原因は障害そのものではないので係わる人たちは
諦めないで。救えるのはみなさん。一つでも多く
の笑顔を作って行きましょう。そのためのツール
の一つがシーティングなのです。

　高松で開催された全国大会に10年ぶりに参加させ
て頂きました。シンポジウムのテーマは「医療的ケ
アの必要な重度障害児者への支援」でした。私達の
小平でもその通りですが、どこの地域でもこのテー
マが一番重要な課題であると、つくづく感じました。
10年前は何回も続いて「親なきあとの…」がテーマ
でした。参加者の中には「親あるうちに…」と思っ
ている人も多くいたと思われました。

　さて、今回は4名のシンポジストからの発表があ
りました。その内2名についての感想を述べさせて
頂きます。
　社会福祉法人ラーフ理事長・毛利公一氏は1981年
生まれ。香川県観音寺市在住。棒高跳びの選手とし
て中学時代ジュニアオリンピック5位、2000年早稲
田大学スポーツ科学科入学、2004年棒高跳びのコー
チになるためアメリカのカリフォルニア州に留学、

参加者の感想

小
平
市
発展している全肢連大会

小平肢体不自由児者父母の会　大西　光子
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　私は山崎先生のシーティングのお話を楽しみにし
ていました。
　私の家庭では車いすなくしては生活は出来ません。
車いすで座位を保っている大切な車いすです。50年
近く車いすと付き合って今日まできましたが、一年
一年少しずつ体の変形が進んでいるように思います。
先生のお話を聞いて、私の感じた事を述べてみます。

※.シーティングの基本的な考え方─〈シーティングで
提供する支持はセラピストの手の代わり〉.〈患者の

体をセラピストが手を使って保持〉.〈その手の方向、
位置をシーティング機器で置き換える〉
※.シーティングを活用することでリハビリの効果が向
上する。
※.シーティングによる二次障害の防止と残存機能の発
揮は可能。

　今使用している車いすをもう一度見直し、改善す
る時や新しい車いすを作る時には、今回お聞きした
事を充分に参考にして製作者と相談しながらやって
いきたいです。貴重なお話ありがとうございました。

小
平
市
記念講演を聞いて

小平肢体不自由児者父母の会　加藤　君江

その3ヵ月後の7月、サーフィン中に大きな波に打た
れ診断結果はC3頸椎損傷(四肢完全麻痺）。医師から
「一生ベッド上の生活、呼吸器もはずせない」と告げ
られた。しかし「私は絶望しませんでした」と書か
れている通り、呼吸器をはずすことから取り組まれ、
一年後には呼吸器をはずすことが出来たのです。
2007年には講演活動を始め、2008年NPO法人ラー
フを設立されています。会場は毛利さんの自己力の
強さと可能性のすばらしさに圧倒されました。また
実践の中から生まれた福祉の現状に対する見解は明
快で敬意を感じました。
　堺るり子氏が教頭を務める高松養護学校は香川県
で唯一の肢体不自由児校である。生徒数は小中高合
わせて112名。医療ケアの対象児は15名。気管切開
1名。2005年から学校看護師が配置される。2012年
に備品設備が準備され、医ケア室が設置された。
　堺氏の発表の冒頭の部分で「朝、登校してきた児

童生徒を保護者から引き継ぎます」という言葉がぐ
さりっと胸に突き刺さりました。「やっぱり親（主に
母親）が送迎をやっているんだ！」その姿が目に浮
かびました。
　医療ケアの必要な児童の送迎については、質疑応
答の際に活発な意見が出されました。「12年間の学
校生活の中で、親の体調、家庭の都合がつかない日
のある時は通学が不可能になってもいいのだろう
か？」「送迎も義務教育の一環として行政が責任を持
つべきではないか」との意見に対し、コーディネー
ターの香川教育委員会の特別支援課主任指導主事の
回答は「送迎について保護者から教育委員会に要望
なし」「スクールバスに現在乗せていないが、スクー
ルバスに乗ることが安全、安心を保障できるか」
等々。
　10年ぶりに出席した全国大会、子どもさんと一緒
の御両親の姿も多く見られ、頼もしく思いました。

　今年の全国大会（9月12日・13日両日）は、香川
県高松市のサンポートホール高松で開催されました。
　当日中野区のメンバーは、早朝東京駅に集合し新
幹線で岡山へ、そして快速マリンライナーに乗り、
瀬戸内海をみながら高松に入りました。駅から大会
会場まで、要所ごとにスタッフ、ボランティアの方々

がおられて私たちを誘導していただき、また会場に
入るとたくさんの香川県肢連父母の会等の人たちに
温かく出迎えていただきました。
　今年の大会は、『医療的ケアの必要な重度障害児者
への支援〜暮らしを支える支援の在り方〜』という
テーマでシンポジウム、記念講演が行われました。

中
野
区
全国大会香川にて

中野区肢体不自由児者父母の会　安本　誠
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　まずシンポジウムでは、香川県で活動をされてい
る4人のシンポジストを交えて、養護教育の現場、
脊髄損傷を負いながら地域活動を進めている中での
社会福祉法人を設立した活動報告、短期の入所施設
など直面する地域の医療的ケアの大切さ、医療的ケ
アを必要とする我々の会のお子さんの成長を通して
話が進められました。
　東京でも医療的ケアが必要な重度障害児者の取組
は、地区ごとに進められています（中野区では少し遅
れがあるかも）が、香川県でもすばらしい取組がさ
れていることを改めて感じたすばらしい報告でした。
　大会一日目が終わり、二日目に記念講演が催され
ました。『障害児者の二次障害を防止して残存機能を
最大限発揮するためのシーティング』の話でした。
講師は転落事故で下半身麻痺となり、障害を背負っ
たことでシーティングの考え方と出会い、そして普
及する活動をされている方でした。

　健常の方であれば多少の悪い姿勢で物事の動作を
行っても、回復力の力で正しい姿勢に戻すことがで
きます。しかし障害児者はその力が弱く、変形、褥
滄、脱臼を起こしやすく、その結果障害を悪化する
ことにもつながります。障害児者が乗る既製の車椅
子は、座る部分が布製であり長時間座る道具とは言
えません。生活、勉強、仕事をする上での車椅子は
頑丈であり、そして使用する方の姿勢を保つ補助具
を装備して行うことで二次障害の防止、ひいては自
立範囲の拡大にもつながるという考え方です。
　私も障害を持って57年目、小さいときから機能訓
練、リハビリ、運動を行ってきましたが、回復力の
力が弱かったせいか体の変形が強くなってきました。
これからの生活、仕事を充実する上でより深めたい
講演内容でした。
　最後に大会の決議文が読み上げられ、香川の全国
大会が閉められました。

　香川県での全国大会に参加しました。当日の早朝
地震があり電車は多少遅れがありましたが飛行機は
予定時刻に出発し無事参加できました。
　今回のテーマは「医療的ケアの必要な重度障害者
への支援〜暮らしを支える支援の在り方〜」でした。
　一日目は開会式典に続き基調講演は全国肢体不自
由児者父母の会連合会副会長の石橋氏による「中央
情勢報告」でした。シンポジウムは、支援学校教頭
先生の堺氏・障害者本人の社会福祉法人ラーフ理事
長の毛利氏・医療センター看護師の白井氏・重度の
お子さんの親であり香川県肢連事務局長の河野氏の
４人がそれぞれの立場で医療的ケアの障害者の生活
を支える支援の在り方のお話がありました。共通し
て言えることは、暮らしを支える支援者作り、ネッ
トワーク作りが何よりも大切だという事でした。
　障害当事者の毛利さんのお話には本当に頭が下が
る思いでした。語学留学に行ったアメリカで事故に
遭い頸椎損傷で肩から下の感覚をすべてなくし呼吸
器をつけ胃瘻をしていたのに呼吸困難になりながら
も練習を続け自力で呼吸が出来るようになり胃瘻も

外せたとのお話、明るく前向きで負けず嫌いの性格
とおっしゃっていましたが並大抵の事ではなかった
だろうと感動的なお話でした。今は、色んな活動を
していてとてもエネルギッシュな方です。勇気と元
気をいただきました。
　夜の情報交換会では極真空手、よさこい踊りの雅
で盛り上げて下さり楽しいひと時を過ごす事が出来
ました。
　二日目の記念講演は、「障害児者の二次障害を防止
して残存機能を最大限に発揮するためのシーティン
グ」のテーマのもと株式会社アクセスインターナショ
ナル代表取締役社長の山崎氏による講演がありまし
た。シーティングによって二次障害を防いだり運動
機能の向上につなげたりと事例をあげての説明は、
とても分かりやすく参考になりました。
　来年は「住み慣れた地域で、共生社会の実現！」
〜使えるサービスの実現、充実をめざして〜のテー
マで神奈川大会とのことです。日帰りで行ける場所
なのでまた参加したいと思います。

葛
飾
区
全国大会に参加して

葛飾区肢体不自由児者父母の会　高橋　文枝
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　今回初めて全国大会に参加させて頂きました。大
会の周辺には、沢山のボランティアさんやスタッフ
の方々がお手伝いされており、始まる前には介助犬
の話や備蓄食、防災グッズ、息子にどうかとケア
シューズ、ハンドアーチェリー等、興味深く見させ
て頂きました。
　一日目は大会のテーマである「医療的ケアの必要
な重度障害児者への支援〜暮らしを支える支援の在
り方〜」では、養護学校の教頭先生、障碍当事者、
看護師、母親の立場からの発表があり、香川県立高
松養護学校では、学校における医療的ケアの取り組
みの報告がありました。
　重度の子供が学校に入れるようになり、学校の中
にケア室を設け、そこで医療の必要な児童をケアす
る、安全、安心の医療的ケア、保護者の待機はない
ように思いましたが、24時間介護というにはとても
大変な事で、このような医療的支援はとても重要で
必要なことだと感じました。暮らしを支える支援者
づくり、ネットワークづくりとして約30名の看護学
生が関わっているというお話でしたが将来が楽しみ
です。
　又、中途障害で肢体が不自由になった毛利氏はあ
せらず、希望を持ちひとつひとつ諦めず訓練を続け
られたからこそ呼吸器も外すことができ、「もう一度
立って歩くこと」という目的があったからこそ耐え

られたこと。多くの医療ケアが必要だった為に転院
先や通所サービスの受け入れを拒否された為、社会
福祉法人を設立して沢山の人とのつながりを大切に
し、沢山の情報収集に努めているというお話でした。
これほど自分を強くもち続けられるひとがいるのか
と、興味深くこれからまだまだ新しい事に取り組ん
でいかれるのではと感じながら拝聴しました。
　二日目の記念講演は、アクセスインターナショナ
ルの山崎氏によるシーティングの講演で、よく知り
ませんでしたが、わかり易く話してくださりとても
興味のある内容でした。
　障害があるから二次障害ではなく悪い姿勢によっ
ての二次障害で運命ではない。悪い姿勢を改善し良
い姿勢を保つことで二次障害を防ぐことが出来る。
正しい姿勢、酷使しないことで防止できる。一日座っ
ていられるように姿勢の改善をするためには、体の
どこに圧がかかっているかを調べ座面、背面、クッ
ションで、素材によって傾きを防ぐことにより無理
せず正しい姿勢が維持でき長く座っていることがで
きる。障碍者や高齢者だけでなく我々にとっても残
存機能を発揮し快適で機能も向上するという話はと
ても興味深いものでした。
　二日間とてももり沢山で大変でしたが、また参加
できればと思っています。

世
田
谷
区

全国大会
世田谷区肢体不自由児(者)父母の会　岩武　三智世

　恒例の挨拶、基調報告等の後、石橋全肢連副会長
の「中央情勢報告」がありました。別冊で大会資料
が配布されスクリーンに画像も映されたのですが報
告についていけませんでした。
　現在、行政の変換期のような感があり、パラリン
ピックも予定され、都請願時等に重要な事なので知
識の乏しい会員に、もう少し理解しやすくして頂け
れば有難かったです。

　シンポジウムは「医療的ケア」がテーマで私が一
番聴きたいものでした。教育委員会の主任指導主事
がコーディネーターをして下さり、四人の方々がそ
れぞれの経過と現状を話されました。ラーフの毛利
理事長、香川県肢連の河野事務局長の別冊プリント
は見やすく分かりやすいものでした。残り時間が少
ない中、討議に入ったのですが、要医療介護だとス
クールバスに乗れぬという発言から、学校の受け入

新
宿
区
高松の全肢連全国大会に参加して

新宿区肢体不自由児者父母の会　足立　俊子
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れ体制が整っても親が連れて行かねばならぬ事情が
判明しました。親が車や免許を持たないと義務教育
も受けられぬようで、地域に違いがあるでしょうが、
その話に終始してしまいました。大変重要な問題で
すが、それは全肢Ｐ連で取りあげて頂き、全肢連で
は卒後はどうなるか、医療ケアの必要な重度者が毎
日通所できる所があるのか、施設への通所バスに乗
れるのか、話をして頂きたかったのです。特に親亡
き後に向けての各地域の情報、取り組みが聞けず残
念でした。
　中国四国の方、特に香川県の方々が御苦労なさっ
て企画し、出席者を選定し打診され、出席者もプリ
ントの準備をし大切な話をして下さったのですが中
途の感がしました。在学者向け、卒業者向けに分け
るとか何が工夫があったら、シンポジウムを十分に
生かせたのではと思いました。
　二日目の記念講演はシーティング・スペシャリス
トの山崎さんの「二次障害とシーティング」がテー
マでした。全肢連などですでに何回かご講演頂いて
いるそうですが、私は初めてで目から鱗でした。早
ければ早い程効果が著しいとの事で、我家はすでに
時期を失っているようです。障害を持つ者が長時間
乗っている車椅子がリハビリ以上に重要なポイント
であるのは確かです。外国ではPT、OTの資格を得

ても定期的に講習を受けねば更新されないとか。山
崎さんもシーティングの世界講習に毎回参加して承
認を得ているそうです。常に新たな取り組みが発表
されるようで、日本で知られていない最新情報を取
り入れたシーティング技術で重度障害の方々が救わ
れ、社会に出られている映像に見とれました。1990
年に会社を設立、シーティング普及のため日本各地
でセミナーを開催、正しい車椅子上での姿勢による
褥瘡や変形等の二次障害の防止に努めていらっしゃ
るようですが、私は25年近くも知らずにいました。
スクリーン映像、実物表示等わかり易く内容の濃い
講演でしたが、出席者の少ないのに驚きました。開会
式典で香川県知事や高松市長がぜひ名所に、名産を、
等と話されていたので、そちらに移動でしょうか。
　障害当事者の会合を別室で行い、その報告を聴け
た全国大会があったように記憶しています。「最重度
の障害児たちが語りはじめるとき」等出版され、話
せぬハンディを持つ者の発言も聞くことができるよ
うになってきました。会場に出席されていた沢山の
当事者の方々が、どう考えているのか、どう望んで
いるかの発表が閉会式に加えられる時が来たら、よ
り実り多い全国大会になるのではと願っています。
聞きやすい声で二日間、ハプニングにも動揺せず司
会の車椅子の女性に感謝します。

　９月12日（土）〜13日（日）、香川県高松市で行
われました全国大会に参加させていただきました。
天候にも恵まれ、1時間弱のフライトで高松空港に
着き、会場のサンポートホール高松に向かいました。
　大会会場ホワイエでは、「バリアフリーフェスティ
バル.2015.in.香川」が開催され、ハンドアーチェリー
の体験や備蓄食・防災グッズ、（株）.アクセスイン
ターナショナルによるシーティングの体験、地元の
施設や企業による和三盆や讃岐うどんが販売されて
いました。
　大ホールでは、すでに大会式典が終了し、基調講
演が始まっていて、席を探すのに一苦労するほどの
大勢の参加者で埋まっていました。

　私は、今回初めて全国大会に参加させていただき
ましたが、シンポジウム「医療的ケアの必要な重度
障害児者への支援〜暮らしを支える支援の在り方〜」
の中で、東京都と地方との格差の大きさを改めて感
じました。人口を比較すれば、当然のことと思いま
すが、地方は学校数が少なく保護者の負担も大きい
ように思われました。
　このシンポジウムで一番印象に残ったことは、高
松養護学校には、独立した医ケア室があることです。
効率よく安全に配慮されているようにも思えますが、
多くの友だちや教員と触れ合える場から引き離され
ているようにも思えました。
　情報交換会では、おいしい食事をいただきながら、

練
馬
区
全国大会に参加して

練馬区肢体不自由児者父母の会　田中　徳子
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空手やよさこいを楽しませていただきました。
　大会二日目、（株）アクセスインターナショナルの
山崎社長による記念講演は、昨年度全肢連総会でも
勉強させていただいた内容とあまり変らず残念でし
たが、現在関わっている子どもたちを思い出しなが
ら、さらに深く学ぶことができたと思います。「車い
すは生活の場」であること、忙しい毎日で忘れがち
になりそうですが、車いす利用者にとっては、とて
も大切なことだと思います。
　また、一番大切なのは骨盤の位置であり、シーティ
ングは、骨盤に始まって骨盤に終わることも再度勉
強できました。早い段階からシーティングを行うこ
とが大切だと感じました。また、シーティングの必
要性を多くの方に知ってもらいたい。

　2日間を通して、普段は気づくことのない他県の
情勢を知ることができたいい機会でした。ありがと
うございました。

全肢連歌斉唱

　武蔵野市肢体不自由児者父母の会は10月2日、吉
祥寺第一ホテルにて会結成50周年式典・祝賀会を行
いました。前日の激しい雨も朝には上がり、会員の
心配も杞憂に終わりました。東肢連の皆さまも遠方
よりご出席くださり、また高橋会長からは暖かい御
祝辞をいただきました。平日でもあったことから、
市長や衆議院議員、健康福祉部長、教育長は公務の
ため祝賀会からの出席となりましたが、和やかな雰
囲気の中でのご挨拶となり、かえって良かったと思
います。会員数も少なくあまり体力のない本会が、
記念行事を行うことをずいぶん迷いましたが、実行
委員会を組織していろいろ検討していく中で、会員
同士がよりお互いを理解したり絆が深まったりと、
終わってみれば行って本当に良かったと思っていま
す。
　50年という年月を積み重ねることが出来たのは、
創立以来未来に向けて一歩一歩道を拓いて下さった

先輩方や、障害に対してあまり理解のない時代にも
懸命に生きた障害者達の思いが、それぞれの時代に
背中を押してくれたからだと思います。この10年間
に、障害者福祉は大きな変化を遂げました。10年前
には市内にほとんどなかったグループホームも次々
に設立され、実現など不可能と思っていた重度障害
者の入所施設の市内設置も約束されました。しかし、
広いスペースや個別対応を必要とする身体障害者の
グループホームは市内に1軒だけですし、放課後等
デイサービスも身体障害者が利用するのは難しい状
況です。
　今後の10年に向けて、会のモットーである「障害
のあるすべての人が、住み慣れた地域社会の中で生
涯を通じて安心して自分らしい生活を送るため」の
活動を続けていくという決意を新たに、会の活動を
続けてまいります。式典・祝賀会にご出席いただい
た皆様には、心よりお礼申し上げます。

50周年記念行事を終えて
武蔵野市肢体不自由児者父母の会  会長　伊藤　雪子
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《 東京都肢体不自由児者父母の会連合会  賛助会員募集のご案内 》
東京都肢体不自由児者父母の会連合会では、賛助会員の募集をしています。

賛助会員会費　個人会員一口　　3,000円
. 団体会員一口. 10,000円
尚、賛助会員の皆様には、年3回発行の会報「東肢連」の発送や各種イベントの案内をお送りさせていただきます。

事 務 局 通 信

　東肢連新年会は下記の日程にて行われます。
　　日　時　　平成28年1月16日（土）
　　会　場　　上野精養軒　3階　桜の間
　　開　会　　12時〜

今回は久しぶりに大抽選会を行う予定です。
皆様の参加をお待ちしております。

『平成 28 年　東肢連新年会のご案内』

　当会主催の「さわやかキャンプ」が８月４日に都立墨東特別支援
学校の体育館で行われました。元アイススレッジホッケー日本代表
の上原大祐氏を講師に迎え「アイススレッジホッケーって何？　い
ろんなことを教わっちゃおう！」というテーマで開催されました。
　講演会の中ではバンクーバーパラリンピックで上原さんが決勝
ゴールを決めた準決勝の試合のVTRを見たり、その後の体験会で
は銀メダルを首からかけての撮影会や、スレッジに乗ってみたり。
途中からは本人よりお母さんたちの方が興奮していたみたいです。
開場にはハンドアチェリーコーナーも設けられ楽しい時間を過ご
しました。
　ご参加いただいた皆さん、上原さん、ありがとうございました！

東肢連さわやかキャンプの報告

スレッジも体験
銀メダルを掛けてもらい

ハンドアーチェリーも楽しんで

講演の様子

集合写真

事務局　上野　賢


