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高波： 

 北海道大学の法学研究で社会保障法専攻をしております高波と申します。本日このよう

な場で、吉田先生の前座としてではありますけれども、貴重なお時間を頂きましてありが

とうございます。深く感謝申し上げます。 

 私自身、普段は小児の在宅医療を展開する札幌の医療法人で社会福祉士として勤務して

おります。そこで 24時間人工呼吸器を利用するような重度の障害を負った子どもたちとそ

の家族と出会って、コミュニティ・オーガナイジングのほうでもきっとその関わる者の成

長、学びみたいなものも重要なポイントとして定められているのではないかなと思います

が、私自身も多くの学びを得て人間的に成長させてもらっているというふうに日々感じて

います。 

 一方、多くの家族と接する中で、献身的に文字どおり身を削って子育てし続ける 60 代、

70 代の母親の姿も目にしてきました。彼女たちがその年齢になってもなお 30 代、40 代の

寝たきりの子どもの介護をしていると。抱き上げたりする労力で疲労骨折をするような状

況になってようやく初めて自分のために受診をして、そこでもう治療の施しようのないが

んが見つかって入院するとか、その間に初めて家族以外の人に預けられて極度に緊張状態

になった障害児が重篤なてんかん発作を起こしたりしてそのまま死に至るとか、そんな事

例も中にはありました。 

 この障害福祉領域における、私たちは 5080問題に掛けて 7040問題という逆の問題とし

て呼んだりするんですけれども、今は明確な解決策がないという状況です。社会保障制度

の何が不足しているのか、不足しているのであれば今現在の存在している制度がなぜ機能

しないのか、何のためにそこにあるのかということを整理して、今必要とされているもの

を浮かび上がらせたいというふうに考えています。 
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 まだまだ道半ばなものですし、コミュニティ・オーガナイジングという視点から私が当

事者運動の位置付けをしたものがふさわしいのかも甘い部分も多々あると思うんですけれ

ども、ぜひ率直なご意見などを頂けたらというふうに思いますのでよろしくお願いします。 

 

 研究の背景として、ここ数十年で日本の栄養水準、衛生水準、医療水準などが向上して、

乳幼児の死亡率が低下しました。在宅医療の要求水準も上がって、その結果として障害児

は簡単に命を落とすことがなくなったというふうにもいえます。そこでもたらされたのが、

医療の高度化、障害の重度化、そして在宅での介護の長期化というふうにいえます。非常

に在宅医療は、母親に課す社会規範の強い育児、それと高齢者においてもまだ道半ばの、

社会化が道半ばであるというふうにいえる介護を結び付けています。 

 極度に先鋭化していく在宅医療とその家族主義的社会規範を基底とする今の障害福祉施

策が、母親に一生涯続く社会

的孤立ですとか、自己犠牲を

漫然と強いているのではな

いかと。それを強いているの

は他でもない、この制度の構

造に組み込まれた支援者と

いう名で最も近くにいるわ

れわれ専門職なのではない

かという、その個人的な思い

も研究の発端となっている

というところもあります。 
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 そういったことから、この本研究は、障害児者の中でも最重度の障害を負って育児や介

護ニーズに加えて高度な医療的ケアを日常的に必要とする在宅医療的ケア児の施策に焦点

を当てて、歴史的変遷や現状の制度構造を分析することで、これまでその障害当事者の福

祉の権利というものの周辺でないがしろにされてきた母親の人権保障というものの必要性

をあらためて主張するということを試みたいなというふうに思っているものです。 

 

 

 研究の枠組みとしては、まず第 1 章で、障害児者の現行の福祉施策が形成されてきた歴

史的変遷を見ていきたいと思っています。収容施設の整備を嘆願する家族団体による運動
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と、施設や家族の支配からの自由を求めた障害当事者団体による運動、これらの目的を異

にする 2 つの運動が施策形成にもたらした影響というものを中心にしながら、障害当事者

の自立支援という理念が現行法にももちろん根付かされているんですが、そういったもの

が形成された背景およびその過程を確認したいというふうに思っています。 

 

 第 2 章では、自立支援の理念の基に恩恵、施される恩恵から権利であると、措置から契

約型の利用関係へと転換していった現行の障害児者福祉施策の実態について確認したいと

いうふうに思っています。具体的には、行政においてむしろ家族規範を規定とする厳格的

ないしは硬直的な行政運用というのが今たくさん見られてきています。そういった事例を

検証しながら、契約に転換が試みられた法的枠組みにおいて契約当事者にそもそもなり得

ない、民法上の意思無能力者である重症心身障害児者に焦点を当てて制度構造を分析する

ことで、自立支援と家族規範との相互に矛盾した状況を検証したいというふうに思ってい

ます。 
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 第 3 章では、その障害児者の地域生活を全うする権利、当事者の権利と母親の人権が拮

抗（きっこう）するという場合に、法制度上では母親の人権が二次的になるということを

前 2 章で確認したという状況を踏まえて、一人の人間としての基本的ニーズという観点か

ら母親の権利の保障の必要性について検討を試みて、最終章の第 4 章では、その新たな必

要、育児、介護だとか、その支援が必要な状態になったときに誰でも必要なサービスを受

けることのできる包括的な制度というものを実現するために必要な、新たな社会保障の枠

組みについて検討したいというふうに考えているというところです。 
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 本日は限られた時間ですので、この「はじめに」の部分と第 1 章を中心にご報告させて

いただけたらいうふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

 はじめに、まずはその施策の変遷を見る前に、この在宅医療的ケア児、そしてその成人

になった人たちの現状というのが皆さんもしかすると耳なじみがないかもしれませんので、

一度確認をしていきたいと思います。 

 この本研究の対象になるのは、この右側のハスの花の図のように、知的にも身体的にも

重度の障害を負いながら常時高度な医療的ケアを必要とする「重症心身障害児者」と児童

福祉法で定義される方々になります。左側のグラフにありますとおり、厚労省の報告によ

ると平成 30年度にはその数が全国に 2万人近くと推計されておりまして、出生率も 1万人

に 1.34人と年々増加傾向にあります。 

 

 

 

９ 
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 なぜそういった子どもたちが増えているのかというところなんですけれども、在宅医療

的ケア児の増加の背景として挙げられるのは、1つは周産期医療の発展です。国内の小児の

死亡者数というのは年々減少しているんですが、一方で、特に手のひらに乗るぐらいの

1,000グラム未満で生まれてくる子どもたち、超低体重児というふうにいわれますが、その

出生数が増加しています。救命率が上昇したからということなんですが、そういった乳幼

児がお産後も引き続きすぐに家には帰れずに入院を継続するという件数が増えて、しかも 1

年、2年と長期化をするという症例が増加してきました。 

 2010年前後に、その医療機関のNICUが満床状態になって、それが常態化したことによ

って妊婦のたらい回しの案件が全国的に問題となり、この状況を改善すべく、入院中の医

療的ケア児の退院支援、在宅移行というものが政策方針として打ち出され始めます。 

 

 これが私の所属する札幌のクリニックの患者数の推移なんですが、当院では対象の 6 割

が 20 歳未満で、40 歳未満を含めると 9 割を占めるという、ちょっと全国的にも珍しい小

児に特化した形で在宅医療を展開する診療所なんですが、2013 年から私たちが活動を開始

しまして、このグラフのとおり子どもたちの増加、医療的ケアが必要な超重症児の子ども

たちがこのとおり開設の 8 年前と比べて 3 倍以上というような形で増えています。この傾

向は全国的に見られるものというふうにもいわれています。 
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 そういった子どもたちの家族がどのような生活を送っているのかというところなんです

が、例えば厚労省が昨年の 2020年にまとめた報告によると、主たるケアを担う介護者はや

はり 9 割以上が母親であると。人工呼吸器管理を要する障害児者の介護者、つまりこれも

母親ですが、他にケアや家事を依頼できる者がおらず、子どもから 5分以上は目を離せず、

子どもの登校や事業所利用に必ず自分が付き添わなければならない。つまり子どもを預け

て自分の自由な時間を過ごすということはできない。自分が体調を崩した時さえも子ども

の預け先がない。自分が 24時間体制のケアを家で提供しますので慢性的な睡眠不足に陥り、

仕事を続けることもできない。社会から孤立していると感じている。そんな実態が報告さ

れたりしています。 
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 こういった状況を支えるはずの福祉施策が、では一体なぜ機能していないのか。第 1 章

では、歴史的変遷からその理由を考えていきたいというふうに思っているところです。 

 第 1 章の枠組みですが、障害児者の福祉施策の歴史的変遷を下記のこのような時期区分

で確認していきたいと思っています。軽度障害者の更生療育の効率化を目的とした第 1 次

施設整備期、重度障害者の家族団体の運動による第 2 次施設整備期、障害当事者運動を契

機とした在宅福祉萌芽期、国際的なトレンドに影響を受けたノーマライゼーション導入期、

措置から契約のパラダイム転換期といったものです。 
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 まず順次見ていきますが、まずは第 1次施設整備期として、戦前から 1940年代を定めて

みました。救貧および傷痍軍人対策に加えて、精神障害者を対象とした社会防衛というよ

うな形で隔離や排除が福祉と見られていた頃、整形外科医の高木憲次という者が療育とい

う概念を提起します。 

 この療育というのが児童福祉においてはいまだにとても重要なキーワードとして残され

ているものなんですが、そもそもは、これは軽度の身体障害者を対象に、外科的な処置に

よって社会に更生させることを目的に医療と教育を集中的に効率的に施すことで社会的自

立を実現させようという試みであって、障害者に対して治療を効率的に提供する病院機能

を有する施設、入所施設というものの必要性を訴えたものでした。 

 高木医師は日本の小児医療の基礎を築いたというふうに今でも評価される重鎮なんです

けれども、彼がこの肢体不自由児施設というものを精力的に推奨していきます。この施設

概念が現代まで続く日本のこの障害児者の「医療をベースとした収容施設」を特徴付けて

いるといっても過言ではないのかなというふうに私は考えています。この当時の対象はあ

くまでも更生可能な軽度な身体障害者であって、知的障害ないしは脳性まひといった重度

障害者、もちろん重症心身障害児者は対象外に置かれていました。 

 

 

 戦後すぐにこの児童福祉法が 1947年に制定されるんですが、その際に、先ほどの高木医

師の政治的働き掛けもありまして、法的に肢体不自由児施設というものが位置付けられま

す。1948 年にこの肢体不自由児施設が医療法の病院として位置付けられて、軽度の身体障

害者に治療と自立生活の教育を施すことを目的に整備されていきます。その後も整形外科

医の医師団による精力的な全国的なはたらきかけもありまして、1963 年には肢体不自由児

施設の全県配置が達成されています。ここでも繰り返しになりますが、知的、重度ないし
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は脳性まひ、重症心身障害児などは治療による更生が不可能だという理由から、こういっ

た施策の対象外にされたままというふうになります。 

 

 その後に訪れるのが第 2 次施設整備期なんですが、ここでは、先ほどの収容施設による

福祉の対象から外されていた、軽度の身体障害者に偏っていたところからの反動によって、

知的、重度、重症障害への広がりを見せていった時期というふうにもいえるというふうに

思います。 

 まず、知的障害や重症心身障害の児童を抱える家族団体による施設建設の嘆願運動とい

うのが 1960年代前後から活発になります。施設収容の対象から外され、見過ごされてきた

と。重度障害児者の家庭こそが今、一家心中を起こすほどの過酷で悲惨な状況にあると訴

えながら、家族は運動団体をつくり、マスコミを動かし、政治家に訴えていきました。二

分脊椎の障害の子どもを育てていた作家の水上勉氏などの公開書簡などが取り沙汰された

りしまして、いっそう社会問題化していきます。 

 そういった動きを受けて、1966 年には国も重度障害児に対する収容施設の建設を国家の

最重点施策というふうに定めました。その後、全国で施設収容化計画が整備されて、結核

の治療法が確立したことから空床を持て余していた国立療養所の転用も試みられ、一気に

重度障害者の収容化が進んだというふうに考えられます。1965年以降、障害者を 1カ所に

集めて 1 つの理想郷をつくろうというコロニー建設の構想にも着手されるというのがこの

時期です。 

 この一連の運動は、限界まで介護に専念して疲労困憊する家族の不幸、あるいは悲惨な

姿をもってして子どもの施設収容を求める、いわば献身的な家族に対する社会の同情、理

解を求めたものというふうにいえるのではないかなというふうに思います。社会の家族主

義的規範というものがあって、その前提の中で、それが限界に達したのであれば施設収容
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も致し方ないだろうという思考プロセスにあったものだというふうにもいえるのではない

かというふうに考えます。 

 

 第 2 次施設整備期において、この施設福祉の対象が重度障害に広がった背景にはもう一

つ、障害原因の変容というものも要因として挙げられるというふうに思います。 

 当初、高木医師らが考えていた肢体不自由児施設の対象の軽度身体障害者の原疾患とい

うのは、結核性の骨関節疾患ですとかポリオといったもの、つまり感染症でした。これは

1960 年代には早期治療が可能となって、発症率も減少していきます。そこで施設の空床を

埋めるかのように、施設対象外とされてきた脳性まひを中心とするような重複障害児も肢

体不自由児施設の入所が認められるようにこの時期にはなっていきます。つまり、治療に

よる更生を目的として建てられた病院機能を有する肢体不自由児施設に、外科的治療によ

る更生の見込みがない重度障害児者が障害の生活の場として収容されていくというふうに

なっていきます。身体的には重度でありながらも知的発達には問題がない脳性まひの方た

ちもこういった施設に入所するようになっていくという背景があります。 
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 1970 年代に入ると状況はさらに変化しまして、これを在宅福祉萌芽（ほうが）期という

ふうに呼びたいと思うんですが、国としては社会福祉施設の整備緊急 5 カ年計画というも

のを定めて収容化政策を継続しようとしていくのですが、1973年時点で達成率はまだ 27％

と低迷し、急激な施設増設計画に対して職員確保が全く追いつかなかったと。で、施設環

境は悪化していった。で、その整備計画が思うどおりに進まないので、過度の負担を強い

られた非専門職が集められたと。で、支援職員というふうにいわれたその教育を受けてい

ない支援員の人たちが虐待事例を頻発したり、あるいは労働環境の悪化というものも見ら

れるようになっていきます。1970 年代という時代背景も相まって、労働環境の改善を求め

る労働争議も多発したという時期に重なっていきます。 

 そのような中で、障害当事者運動も開始していくというふうにいえます。まず、1970 年

に東京都の療育センターの移設に関する抗議運動というのが、脳性まひの障害者を中心に

起こされました。療育センターは、先ほど申し上げた肢体不自由児施設の流れをくむ施設

というものなんですが、その医療機関として位置付けられた施設で収容されてきた脳性ま

ひ者による人権復権運動というふうにも位置付けられるのかなというふうに思います。こ

の施設施策を推奨してきた家族というものも、この当事者運動の抗議の対象として捉えら

れて、その家族の当事者性を否定しながら全国に当事者運動が展開していったといえると

思います。 

 また同時期に、神奈川県で障害児の養育に疲れた 1 人の母親が脳性まひのわが子を殺害

するという事件が起きました。この事件が報道された時、世間では介護が大変だったんだ

ろうと母親には減刑を求めたいという嘆願運動が起こります。最終的には殺人を起こした

母親に執行猶予付きの寛大な判決が出されました。この判決に対して、脳性まひの障害当

事者団体が不服申し立てをするということで当事者運動もより活発になっていきます。 
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 どんなに障害が重くても母親がその命を奪ってよいはずがないという訴えのもとで、母

親こそが愛情という名の下で障害のある子どもの自立を阻む存在であるとして、母親の庇

護（ひご）からの脱却がその後の自立生活運動のテーマの 1 つともなっていきます。今も

障害当事者の生活に家族の介入というものを極力否定する思考が障害福祉施策にも濃厚に

残されているというふうにもいえると思います。 

 その後もバスジャックなど、あるいは学生運動の団体ともつながりながら運動が過激化

していきまして、1975 年には厚生省による身体障害者の実態調査が、これは施設に入れる

ための調査だというようなことで反対運動を起こしまして、その後 5 年間にわたって厚生

省は実態把握をせずに計画を策定しなければならない、そんな状況にも陥りました。 

 こういった一連の障害当事者運動は、先ほど申し上げたとおり、その母親の愛情をエゴ

イズムだと否定していったものなんですが、見方を変えれば、わが子を死ぬまで自らの責

任で育てなければならないと思い込む母親を、その家族主義的社会規範というような呪縛

からある意味で解放したともいえるのではないかというふうに考えています。 

 

 一方、同じく 1970年代は、高齢者福祉領域においても在宅介護というものが展開されて

いく時期と重なります。73 年に老人医療費の無償化というものが始まりまして、高齢者に

対する公的な医療費の支出の増大というものが社会問題化していきます。すぐにその 5 年

後の1982年に老人保健法というものが制定されて一部負担金を徴収するというように修正

が加わるのですが、一方で、社会福祉施設に入所するよりも入院のほうが手続きも簡易だ

し費用負担も軽いということがあって、介護を必要とする高齢者が入院を継続するという

社会的入院の問題が生じていました。その解決を目指して、高齢者にふさわしい介護、看

護を重点に置いたケアの必要性というものも高まっていき、在宅介護のサービス提供とい

うものが求められるようになっていきます。その後、1985 年、88 年、89 年とそのゴール
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ドプランに続くまで、在宅介護の充実が図られるような方針が続々と出されていくという

形になります。 

 このような高齢者の福祉の変遷の背景の中で、障害者領域においても、先ほど先述した

府中療育センターの抗議運動というのが 1970年だったんですが、その抗議運動で施設から

飛び出してきた脳性まひの当事者たちが東京都と交渉して、自分たちの生活を保障する介

護人を派遣する事業を起こさせます。それが 1974年の重度脳性まひ者等介護人派遣事業と

いうものになります。これは全国で初めて脳性まひの障害者を対象としてヘルパーを派遣

する事業として開始されました。 

 国としても 1982 年には家庭奉仕員事業の利用者を拡大し、1990 年には派遣事業数の上

限の撤廃というものも実施しています。この 1990年の上限撤廃に基づいて、先ほどの東京

都の自治体だとかによる介護人派遣事業と組み合わせることで、24時間 365日支援員の派

遣によって、家族ではない誰かと公的財源を活用した生活をすることが可能になったとい

うタイミングになります。こういったものを札幌や大阪など自治体でも制度化の動きがあ

って、障害者運動とともに全国的な広がりが見られたという時期になります。 

 

 1980 年代になると、今度は国外からのノーマライゼーションという潮流が国の施策に影

響を与えるようになります。 

 1981 年に国際障害者年というものがありまして、それを迎えるに当たり、先ほど申し上

げたとおり当事者団体の反対によって実態調査すらできていなかった厚生省は国際的にも

示しがつかないということで、その数年前から当事者団体との歩み寄りを模索し始めます。

何とかその交渉の末、実態調査を 5年ぶりに実施することを厚生省はこぎ着けまして、1982

年に調査結果を基に長期計画が策定されるということも行われました。 

 1984年には身体障害者福祉法の改正がなされ、自立と参加というものがうたわれ、85年
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には国民年金法が改正され、障害基礎年金というものが創設されます。この改正も経済的

な自立というものの足掛かりとなる重要な改正だったわけですが、当事者団体と厚労省と

の長期の交渉結果が結び付いているというふうにもいわれています。 

 90 年には在宅福祉サービスの推進を目的とした福祉八法の一括改正も行われ、先述のと

おり家庭奉仕員事業、ヘルパーの時間制限が撤廃されたというのは先ほど述べたとおりで

す。93年には障害者基本計画が策定され、1995年にはノーマライゼーション 7カ年戦略が

策定されました。こういった一連の改革においても、当事者団体の意向が強く反映されて

いるというふうにいえます。これまでは庇護を受ける客体として存在していた障害者が、

施策形成にまで参加する主体となった時代というふうにもいえるというふうに思います。 

 

 これまで見てきた流れをくんで、福祉施策の法的な制度構造も 2000年代に大きく変化を

迎えます。契約へのパラダイム転換期というふうにいえるかと思うんですが、先ほど述べ

たとおり施策形成においても主体となったわけなんですが、障害者がサービスを受ける主

体となって契約関係を構築する、措置から契約への転換というふうにいえると思います。 

 それまでの措置制度というのは、支援を受ける側が支援を提供する行政に依存して従属

するという職権的な関係性を築くというふうに問題が指摘されていたわけですが、先ほど

の障害当事者運動や国際的なノーマライゼーションの概念の影響から、利用者の選択の保

証が中心的課題として認識されるようになった結果、2000 年の社会福祉基礎構造改革とい

うものがもたらされ、まず介護保険制度において契約形態が導入されます。障害福祉療育

においても 2003年の支援費制度以降、利用者が契約による福祉サービスを選択できる制度

に改革されて、それは現在の障害者総合支援法においても引き継がれているというものに

なります。 

 ここですみません、早口でまくし立ててきた前段のいったんのまとめです。 
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 戦前から戦後にかけて医師らの働き掛けによって病院機能を持つ施設による障害者の収

容が一般化していきました。その施設に重度障害者も収容させたいという介護負担を負っ

た家族の意向がさらに施設の収容化を進め、収容された障害者本人らがその支配からの自

由を求めて運動を起こし、母親の当事者性というものを同時に否定して、本人自らが権利

の主体となるという当事者性と、契約の主体となる法的当事者性というものの 2 つを確立

したというふうにいえるのではないかと思います。 

 現在でも障害者施策の形成過程においては、知的障害の領域においてはまだご家族のと

いう話が出てきますが、そこを除いては家族の存在というのはほとんど言及されなくなっ

ているのではないかなというふうにも思います。 

 ただ、この状況も今は変化が起きているというふうに考えています。それが終始医療的

ケアを必要とする、つまり家族の存在を前提とする医療的ケア児者の増加が発端となって

起きている変化ではないかというふうに考えています。 

それはなぜかというところで、在宅医療的ケア児の関わる制度として抜かすことのでき

ない在宅医療の発展、在宅医療の位置付けというものも同時に、この福祉施策とは言いが

たいのですが見ていかなければならないということで、ここで確認させていただきたいと

思います。 

 

 

 在宅医療というのは、先の高齢者医療の適正化の流れをくんで 1990年代からどんどん病

院ではなく在宅へということで施策形成が始められます。1992 年の老人保健法の改正によ

ってまず訪問看護ステーションが初めて制度化され、医療法改正においても居宅というも

のが、それまでは病院でしか医療は提供するものではないと見られていたんですが、自宅、

家も医療法上初めて医療を提供する場として位置付けられました。94 年の健康保険法にお
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いても在宅医療が療養の給付として位置付けられ、診療報酬上も在宅での医療が報酬請求

の対象となるというふうになっていきます。2006 年に医療法改正が行われ、居宅における

医療の確保というものが医療計画の項目としても定められていき、こういった 10年強の間

に急激に在宅医療の法的整備が、基盤が整っていくという形になります。 

 

 診療報酬制度上も 1990年以降、改訂の度に在宅医療の点数項目が増加し、算定点数も引

き上げられていきます。対象患者も認知症だとかがんの患者さんのみならず、重症児、乳

幼児だとか子どもたちにも対象が拡大しておりますし、医療の程度も自己注射、自分でイ

ンスリンを打ちますとかという軽微なものから、自宅で人工呼吸器も使ってしまうという

ような高度なものにまで至るようになっていきました。 

 2010 年には、先ほどの妊婦のたらい回し事件などが社会問題化してクローズアップされ

ていき、NICU に長期入院する乳幼児の在宅移行を促すべく、訪問診療や訪問看護の報酬

加算がどんどん新設されていくという形になります。2016 年には超重症児に対する訪問診

療ないしは訪問看護の提供に対する加算が制定されまして、小児の在宅医療の拡大を目指

した誘導策というものが顕著に出てくるというような時期になります。先ほど申し上げた

私が所属している医療法人はこの 3 年前、2016 年の 3 年前の 2013 年に開設しました。ま

さにこの小児の在宅医療が国の重点施策として定められる、そんな時期に私たちも子ども

たちと一緒にこの制度の発展を見てきたというような状況です。 
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 在宅医療を見ていく上でもう一つ見ておかなければならないのが、医療的ケアにおける

家族の位置付けですが、そもそも医師法において医師でなければ医業をなしてはならない

という業務独占が置かれているわけなんですけれども、つまり医行為は医師の指示があっ

ても医師以外の者が行うこと自体が原則許されておらず、例外的に看護師など医師の指示

の下で行うことが許される行為というものが限定的に定められ、在宅医療における医療的

ケアもその例外的に認められる医行為に属するというふうに見られています。 

 では、その家族による医行為はどうなるのかというところなんですが、医療的ケア児、

24 時間人工呼吸を使っているような子は、自分でつばを飲み込むことすらできない、痰を

出すこともできない。なので、窒息の危険性があるということで常時喀痰吸引、あるいは

自分で食事ができないので経管栄養、胃に直接穴を開けてそのまま食事を流し込むという

ようなことが日常的に必要になるわけなんですけれども、そういった行為は生活に欠かせ

ないだろうと。なので、家族による医行為がなければ在宅生活は維持できない。そういう

前提の下に立って、日常生活に必要な医行為は本人や家族が行う場合はこの医師法違反に

該当しない、違法性阻却であるというふうに見なされて運用されています。 

 患者自身が行う自己医療というのはもちろん自分に対するものなので違法性は問われな

いわけなんですが、それに類推し得る限りで患者の家族による医療は、業をなすといいま

すか、それで利益を得ているわけではないし社会性も欠くしということで、医師法の規制

の範囲外とするのが一般的であって、厚労省も家族を本人と同一視しているというような

通知をたくさん出しています。 

 以上のとおり、繰り返しになるのですが、施設に収容された障害者本人が自ら自立を求

めて運動を起こして、同時に母親の当事者性を否定して、本人自らの権利の主体といった

当事者性と契約の主体といった法的当事者性というものを、これら 2 つを確立した中で障
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害者施策というものは形成されてきたんですが、では実態はどうなのかと。先ほど見たと

おり家族の存在を前提として拡大をし続ける在宅医療と、自立支援をうたう障害福祉の、

双方を必要とする医療的ケア児者の支援の現場では今どのようなことが起きているのかと

いうこと。母親の下にというところになりますが、そこを第 2 章で確認していきながら、

理念と実態の乖離というものを検証していきたいというふうに考えています。 

 第 2 章以降のスライドも掲載はしておりますが、本日はこの辺りで時間切れというふう

にも思いますので、発表はこの施策の変遷というところのみで終わらせていただこうとい

うふうに思います。後ほど忌憚のないご意見などをご指導いただけたらと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

 

（質疑応答）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

司会： 

どなたからでもいいので、何かコメント等があればよろしくお願いいたします。 

 

参加者 A： 

1つ質問させてください。障害者の当事者性というのはどういうことで判断をするんでし

ょうか。何をもって障害者が当事者だ、当事者性があるというふうに判定をするんでしょ

うか？ 

 

高波： 

いろいろな定義の仕方があるかと思います。私もその辺りをきちんと位置付けて今回は

報告できなかったのですが、障害当事者団体の皆さんが主張する当事者性というのは、ニ

ーズが帰属している主体であるかどうかというところが一番大きなところなのかなという

ふうに思います。自らが障害を負っていて、あるいは社会に参加する上で何かしらの支援

を必要とする、その主体が当事者であるというふうに位置付けられ、でもその家族という

のは二次的な存在であり、自らがその障害あるいはその社会的な障壁を負っているわけで

はないというような、その違いがあるのではないのかなというふうに思っておりますが。 

 

参加者 A： 

ありがとうございます。単純に重度障害の場合はどこら辺に当事者性があるのかなとい

うふうに感じたもので質問したんですけれども。当事者性を主張するのが当事者なのか、

それとも支援者団体のほうにあるのか、どちらなのかなというふうに思ったんです。もし

かしたら支援者団体のほうに当事者性があるという話なのかなと思いながら、頭で変換し

て聞いていたんですけれども。つまり支援者団体が当事者性をくみ取って当事者性といっ

ているのか、当事者が当事者として主張しているのか、どちらなんだろうなというふうに
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思っていたんです。 

 

高波： 

その重度障害者というのは知的にも障害を負っている方たちということですか。 

 

参加者 A： 

必ずしもそういうわけじゃないんですけれども。 

 

高波： 

支援者は支援者としての当事者性というものがあるというふうにも思います。支援を提

供することによって生活を営んでいるという当事者、一個人としての当事者というものも

あります。存在としての当事者というのもありますし、もちろんその代弁をするというア

ドボカシーという意味での関わりというものもあるかとは思いますが、本人、その障害当

事者が主張する当事者性というものを支援者が代わりに主張するということは基本的には

前提としてあまり想定はされていない、私としては想定していませんでした。 

 

参加者 A： 

なるほど、分かりました。ありがとうございます。 

 

参加者 B： 

参加者 A さんへのコメントをしておくと、一応この領域をちょっとだけかじっているも

のですからコメントをしておくと。当事者性とは何かというのはかなり揺れています。と

いうのは、そもそも要は、これは認知症の人の当事者性を代弁できるのかという話もあっ

て、認知症の人であれ重症心身障害の人であれ、要は共同決定、サポーテッド・デシジョ

ン・メイキングといわれるようなものが割といわれています。そのときに、いわゆる支援

を受けながらの自己決定というところでいくと、どこまでが当事者でどこまでが支援者か

というのをきっちり割り切ることができずに、それをどう共同決定をしながらも本人のこ

れまでの意向とか好みに合わせた形での決定に寄り添っていくことができるのかというこ

とが、今、割とイギリスでもいわれていますし、日本でもこのサポーテッド・デシジョン・

メイキングの考え方というのは割と広まってきて、現にこれは障害者権利条約の中でもい

われているので、そこは逆に言ったら支援者と家族と本人とがどう共同決定していくのか

というフレームは、これは終末期の医療でもそうですし、それから重症心身障害の方でも

そうだというふうに思っています。 

 それからご発表の話に戻るんですけれども、伺っていて当事者が主体、要は何というの

かな。家族と障害当事者が対立しているというときに、私の中で常に気になっているのは

利益相反の関係にないのかというところが常に気になっていて。例えばそれは重症心身障
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害の場合でもそうですが、私はもともと精神病院の研究をしていたので、精神障害者と家

族というのはものすごく利益相反性があるんです。つまり、要は家族にとっては精神障害

者は病院にずっとおってくれたほうがいいと思っていたりするけれど、本人は家族の元に

戻りたい。でも、ところが入院させられた時に家族に暴力が向かったという家族の記憶が

あるから、措置入院させておきたい、みたいな利益相反関係があって、重症心身障害の場

合も、医療的ケアが大変なお母さんらが要は重身施設をつくってきたという歴史がある中

で、本人は思っていないところに入れさせられたかもしれないわけですよね。そうすると、

その利益相反関係がないのかというポイントが 1つ気になるところと。 

 もう 1個気になるポイントは、これは民法 713条か 714条で、家族の扶養義務というの

がありますよね。おそらくあの家族の扶養義務規定というのがその保護者に、要は母親の

権利が主張できなくなっている最大の根拠であり、これは精神障害者の家族にとっても保

護義務というのはなくなったけれども保護者制度としていまだに残っているし、それは重

心のお母ちゃんも含めて、いまだにやっぱりそこの民法上の保護者概念というのが、成人

の要は子どもであっても肉親の扶養義務というのがあるというのが、やっぱりいまだにき

つい呪縛としてあるというふうにお話を伺いながら思ったのですが、その辺りはいかがで

しょうか。 

 

高波： 

ありがとうございます。まず、1つ目の利益相反がないのかというところです。まさにそ

うだというふうに思います。その障害当事者、守る会を中心とした重症心身障害児者のご

家族の皆さんも、やはりその家族でずっと介護をしていくということが物理的に無理であ

る、あるいは例えばシングルマザーだったりする場合はその子がいることによって自分は

働き続けることができない、それであれば生活保護にならなければならない、でも他に子

どもたちも兄弟がいたりもする。この子を施設に預けることで、泣く泣くそういった選択

をせざるを得ないような状況みたいなのをたくさん目にもしてきました。 

 でも、なぜそこに施設しか選択肢がないのかと。本来であれば、地域でまっとうに母親

が働きたいという要望があるのであれば、その要望をかなえるために、施設ではないその

子どものケアを地域でできるような、育児だったとしても地域での生活が維持できるよう

な福祉施策が本来であれば築かれていかなければならないのにも関わらず、今までは施設

という選択肢しかなかった。それはやはり少なきに失しますし、といいますか、もう少し

母親が自分の人生を全うするために選択できる選択肢として、その本人の保護をする、し

ないとかではなく、母親の人生を全うするための制度としてサービスとして、もう少し選

択肢が提供されなければならないのではないかなというようなことを前提にして置いてい

るというところを、すみません。まだちょっとうまく言語化できていないですが、そんな

ところがあります。 

 もう一つの民法ですね。もちろんです。扶養義務は、経済的な扶養義務が課されている
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ということで民法 877 条ですか、生活保護の問題でかなり大きく取り沙汰されるものです

が、その経済的な扶養義務と生活保持義務というものが本来は分けて考えなければならな

いのに、扶養義務があるイコール身辺介護義務もあるみたいな形で主張されるというのが、

まずそこで 1 つ整理をしなければならないのかなというふうに考えたりもしています。も

ちろん親権者であれば看護教育の権利義務というものがあるので、未成年の場合は親が看

護しなければならないという義務があると思うんですけれども、それ以降になった以上、

成人以降になった場合は、経済的な援助はもしかすると民法の 877 条で義務付けられてい

るかもしれませんが、それ以降の身体介護だとかどのように生活をするか、それは経済的

な基盤と密接につながっているかもしれませんけれども、その民法に引っ張られ過ぎずに

生活の成り立ちみたいなものをもう少し切り離して考えていかなければならないのかなと

いうふうにも考えておりまして。これを民法で考える、民法というのはそもそも市民契約

法に基づく契約当事者が誰であるべきかみたいなところで定められている法律なので、そ

れを前提として考えるのではなく、生活をどのように構築していくか、そこに親子の関係

がどうなるべきか、看護義務がある、ないというものも整理をしながら考えていかなけれ

ばならないのかなというふうに今は思っているところです。すみません、明確な答えにな

っていなくて申し訳ない。 

 

参加者 B：ありがとうございます。 

 

参加者 C： 

十分に議論に付いていけていない部分はあると思うので、少し何か自分の関心に引き寄せ

た質問になってしまうんですけれども。あと、おそらくこの報告自体は、この後によりメ

インのところになっていって、より母親の部分が報告のメインなのかと思って、今はその

前段のところなのかなと思いながら、母親の位置付けだったり母親の当事者性みたいなも

のの議論になるのかなと思っていたんですが、今日はそこの手前の部分だったのかなとい

う理解なんですが。 

 その最後の辺りのスライドですか。権利主体としての、重症心身障害児者が権利主体と

しての当事者性を獲得し、さらに契約主体としての当事者性を獲得してきたというところ

で、例えば当事者をオーガナイズしてその人たちがより望む社会にするというときに、そ

れが法的に位置付けられていようがいまいが、その当事者性をそこにつくり出すというと

ころはコミュニティ・オーガナイジングの考えの中で重要だと思うのですが、それが、お

そらくその権利主体や契約主体という法律の中で位置付けられてきたことというのは、そ

の当事者性をより強化してきたことになっているんですか。そういうふうに捉えていいも

のなんですか。より当事者性を社会の中で確立し社会に訴えていく上で、その法的に位置

付けられたり権利主体、契約主体というふうになることがより当事者性を強化するという

ふうに理解してよかったんですか、今日のご報告は。 
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高波： 

そうですね。はい、ありがとうございます。権利という言葉の中に、憲法上定められる

ような抽象的な概念における基本的人権だとかそういった権利と、あと先ほどの民法にお

ける扶養義務に対抗するようなそれを主張する権利、具体的な法制度として規定されてい

るが故にそれを主張することのできる権利、具体的な権利性とを分けて私もきちんと論じ

なければいけないなというふうに思いながら、すみません。その辺りがまだまだ漠然とし

ているというところをご指摘いただいたというふうにも思うんですが。 

 まさにコミュニティ・オーガナイジングの活動で皆さんが実施されているところという

のは、そんな制度なんてなくてもいいじゃないかと。むしろその市民活動によって社会を

変えていくこと、それによってより良い社会が築かれるのであれば、それは後から制度が

付いてくるというようなそんな意気込みを持ってやっていらっしゃる、あるいは私も医療

法人の一職員としてそういった思いを持って在宅医療の発展に微力ながらも貢献したいと

思ってやってきたわけなんですが、やはりその中で経験したことは、もちろん日本国憲法

に基づいて全ての国民が基本的人権を尊重されていて、それが侵害されたのであれば何か

しらの憲法裁判を起こして訴えることはできると思うんですけれども、在宅医療的ケア児

に関わっていると、まさに先ほど申し上げたとおり、全く制度がなかったところから 1 つ

法律に言葉が定義されていった途端にいろんなものが付いてくるんです。1年、2年という

短いスパンの中で報酬が加算されていきますし、その報酬加算を求めた仲間たちがどんど

ん増えていきますし、子どもたちあるいはご家族もそういったサービスを権利として、具

体的な権利として要求することができるようになっていくと。 

 その変遷の過程を目の当たりに私たちもしまして、やはり抽象的な権利だけを訴えるの

ではなく、この民主主義社会におけるこの国の中できちんと制度にさせていく、法律をつ

くって制度化していくということの重要性、あるいはそれが維持されていくことの尊さみ

たいなものがより感じられる経過もありまして、そこを当事者団体、過去の 1970年代の障

害当事者団体の方たちも求めてやってこられたんだろうなということを今あらためて実感

しているというところもあり、もう少し過去を振り返りながら、とはいえ、また同じ過ち

を起こしてはいけないというふうにも思っているんです。家族、母親がすごく苦労してい

ると、だからじゃあ施設に入れればいいのかということでは決してなく、負担をさせられ

ているのであればその負担を軽減する、あるいはその一個人として母親が一人で社会的に

自立する、あるいは人として尊重されるためにはどういう社会が必要なのかということを

またあらためて問い直す必要があるのではないかというふうに考えている次第です。 

 

参加者 C： 

なるほど。そこに注目されるところがすごく面白いなと思って、この先が聞きたいなと

思っていたんですが。でもお話を伺うと、例えばアメリカで公民権法ができたというのは

個々人による権利を求める運動があり公民権法ができたり、あとはちょっと違うかな、同
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和対策事業みたいなものができたというのは被差別部落の中の運動を経てそこをそれは保

障として認められたという動きがあったり、それによって当事者性が、だから僕はそこで

当事者性が強まるのか、それと当事者性がどう関連するのかというところが何となく今、

もう少し自分の中で整理したいなと思っていて。そこで法的に位置付けられることが本当

にそのコミュニティの結束を強くするのか、逆効果もあるのかなとか思いながらちょっと

伺っていました。最後は感想です。以上です。 

 

高波： 

ありがとうございます。まさにそういうこともあるかと思います。私もその点も踏まえ

て、またこういう研究の中に生かさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

参加者 B： 

これは割と、参加者 C さんはそういう振りもあって言ってくれたと思うんですが、障害

者運動が法律を変えていって、障害者自立支援法、今の総合支援法というのができて、多

くの地域サービスがそれまでボランタリーなものだったのが、制度化された後、これは介

護保険も同じなんですが、要は介護保険も制度化された後に市民運動が弱体化していった

わけです。 

 同じように障害者運動も、こうやって、実は貧困運動が出回る前は日本で一番成功して

いるのが障害者運動だといわれていたんだけれども、障害者運動が実を取って障害者総合

支援法ができた後、障害者運動は弱体化していき、障害者自立支援、生活運動はある種の

事業所に格下げされてしまって、運動性というのは消えていったわけです。やっぱりそう

いう意味で今の参加者Cさんの問いというのはすごく大きくて、制度化することによって、

あれはペッカネンか誰かがストレートジャケット・ペンダリズムという言い方をしていた

んです。いわゆるサービス提供に拘束衣を着せられてしまって、サービス提供にがんじが

らめになってしまうことによって運動性が剥奪されるというのがいわれていて、これはや

っぱり障害者分野でもすごくその辺が多いと思っているというのがコメントです。 

 

高波： 

その制度化されることによるマイナスみたいなものというか、弊害というのはまさに私

たちも感じていて、それを第 2 章で検証していきたいと。あなたたちが求めていたものは

今こうなっていますよ、ということもそれは障害当事者団体の人たちに訴えていきたいな

と。私も DPI 北海道の理事とかもやっているんですけれども、彼らと一緒につくり上げて

いきたいなというふうにも思っています。ありがとうございます。 

 

 

 



 

 26 

司会： 

今の参加者 Bさんと参加者 Cさんの発言と重なるんですけれども、私もその運動、社会

運動論とかの文脈でも運動というのがそもそも運動というのは制度化されることによって

もう完結しちゃうんだという議論があって、じゃあその制度化に回収されないような運動

というのはあり得るのかみたいな話というのはずっと多分 90年代ぐらいから社会運動論の

中でも議論されているわけです。 

 でもそこの話が今日の高波さんのお話の肝だったのであって、ちょっと今日は前段階の

ところで終わったというところで消化不良のところが残ってしまったというのが 1 つ、そ

こはまた楽しみに今後のご研究を楽しみにしたいなというところと。やっぱり重なるんで

すけれども、その障害者団体のようなものというのは、それはやっぱりステークホルダー

がどんどん増えていくということによって運動みたいなものが減退していくのもそれもあ

ると当時にですけれども、例えば母親の団体の内部であつれきとか対立軸みたいなのがお

そらくあったと思うんです。運動って多分みんなが一緒に平和に同じ利害関係者が集まっ

て盛り上がって、その盛り上がっている一瞬一瞬を切り取っているスナップショット的な

ものでは運動では、そういうのではないので、基本的に内部でいろんなあつれきがある中

で、外部のさまざまな変数によって運動も変わっていくはずなんです。 

 なので、この制度化と同様に、運動、例えばその運動というものがあったのだとすれば、

その運動の内部での対立や、あるいはそこからどこかに派生してまた何かを誰かがやって

いるのかもしれないですし、そういったところの話もまた私はそういう関心があるので聞

きたいなというところです。 

 あと最後に、リスクの分担というか、リスクの負担を家族とかその本人だけにさせるの

は良くないということですよね。要は高波さんの問題関心はそういうことで、社会にいか

に分担させていくのか、分散をさせていくのかという話だと思うんですけれども、じゃあ

その社会は、今現在の社会というのはそうしたリスクを請け負うような社会になっている

のかどうかということです。そこはやっぱりまた返される、私たちに返される問題になる

と思いました。 


