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な関係に基づき，障害のある人自らがサー
ビスを選択し，契約によりサービスを利用
する仕組みとしたところであり，事業者は，
サービス提供の主体として，利用者の選択
に十分に応えることができるようサービス
の質の向上を図ることが求められることと
なった。
支援費制度の基本的な仕組みは，以下の
とおりである。

第１節

生活安定のための施策
1 利用者本位の生活支援体制の整備
（１）障害者福祉サービスの支援費制度へ
の移行
平成12年６月に「社会福祉の増進のため
の社会福祉事業法等の一部を改正する等の
法律」が成立し，身体に障害のある人（児
童）や知的障害のある人（児童）の福祉サ
ービスについて，利用者の立場に立った制
度とするため，行政がサービスの受け手を
特定し，サービス内容を決定する「措置制
度」から，障害のある人が自らサービスを
選択し，事業者との対等な関係に基づき，
契約によりサービスを利用する「支援費制
度」に，平成15年４月から移行した。
支援費制度においては，事業者との対等

① 障害者福祉サービスの利用について
支援費の支給を希望する者は，必要に
応じて適切なサービスの選択のための
相談支援を市町村等から受け，市町村
に対し支援費の支給申請を行う。
② 市町村は，支給を行うことが適切で
あると認めるときは，申請者に対して
支援費の支給決定を行う。
③ 支援費の支給決定を受けた者は，都
道府県知事等の指定を受けた指定事業

●図表1-19 支援費制度の基本的な仕組み
都道府県知事

利用者

（指定都市・中核市長）

t利用者負担の支払
e契約

q支援費の支給申請

w支給決定

指定
rサービスの提供
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y支援費支払（代理受領）の請求

市

町

指定事業者・施設

村
u支援費の支払（代理受領）
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とる）
。

者又は施設との契約により，サービス
を利用する。
④ サービスを利用したときは，本人及
び扶養義務者は，指定事業者又は施設
に対し，サービスの利用に要する費用
のうち，本人及び扶養義務者の負担能
力に応じて定められた利用者負担額を
支払うとともに，市町村は，サービス
の利用に要する費用の全体額から利用
者負担額を控除した額を支援費として
支給する（ただし，当該支援費を指定
事業者又は施設が代理受領する方式を

（２）精神保健福祉施策の見直しについて
厚生労働省では，精神保健医療福祉の諸
課題について全省的な体制の下に計画的か
つ着実な推進を図ることを目的として，平
成14年12月に厚生労働大臣を本部長として
精神保健福祉対策本部を設置し，平成15年
５月に今後厚生労働省として取り組むべき
施策の方向性について中間報告をとりまと
めた。
中間報告においては，今後優先的に取り

●図表1-20 精神保健福祉の状況
精神疾患で医療を受けている人258万人
訪問サービス

雇用

（注４）
訪問看護 60,404人（注２）
（医療保健・介護保険）
ホームヘルパー 10,361人
（H15.12 精神保健福祉課調べ）

51,000人
平成10年
障害者雇用実態調査

住

宅

施

自宅（持家・借家）

社会復帰施設
生活訓練施設 3,777人（注１）
福祉ホーム
1,024人（注１）

グループホーム
5,671人
H15.12
精神保健福祉課調べ

ショートステイ
322人
H15.12
精神保健福祉課調べ

設

授産・就労訓練
通所授産施設 4,451人（注３）
小規模通所授産施設
619人（注３）
小規模作業所 1,749か所
（H15.8きょうされん調べ）

福祉ホームB型 705人（注１）
入所授産施設 565 人（注１）
その他の社会福祉施設

通院公費

デイケア・ナイトケア

701,288人（１月当たり）
（Ｈ14年度平均）

67,785人（注１）
（ナイトケア単独を除く）

約２万7,000人／月
（転院を含む）
（H14患者調査）

措置入院
2,767人（注１）

（注）１
２
３
４

約２万8,000人／月
（転院を含む）
（H13病院報告）

医療保護入院
112,661人（注１）

平成14年精神保健福祉課調べ
平成13年社会医療診療行為別調査報告
平成13年社会福祉施設等調査
平成13年介護サービス施設・事業所調査

任意入院
212,015人（注１）

その他入院
2,607人（注１）

資料：厚生労働省
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組むべき課題として，普及啓発（精神疾患
及び精神障害のある人に対する理解の促
進），精神医療改革（精神病床の機能分化
を通じた医療の質の向上や救急体制を含め
た地域ケアの体制整備），地域生活支援
（居住先の確保・雇用支援の促進・相談機
関の充実）の３つの柱が掲げられており，
それらの施策の推進とあわせて，受入条件
が整えば退院可能な者の早期退院・社会復
帰の実現を図ることが盛り込まれた。
精神保健福祉対策本部の中間報告を受け
て，平成15年秋に精神保健福祉施策におい
て優先的に取り組むべき課題に対応するた
め，「心の健康問題の正しい理解のための
普及啓発検討会」，
「精神障害者の地域生活
支援の在り方に関する検討会」，
「精神病床
等に関する検討会」の３つの検討会が開催
された。
これらのうち，精神障害者の地域生活支
援の在り方に関する検討会においては，精
神に障害のある人が可能な限り地域におい
て生活することができるよう，ライフサイ
クルや障害程度に応じ，医療・福祉を始め，
生活訓練・就労・住居等のサービスが適切
かつ効率的に提供されるような仕組みの在
り方について検討を進めており，今後更に
各種サービス・各実施主体の将来像や財源
配分・財源構成の在り方についても議論を

行うこととしている。
（３）身近な相談支援体制の構築
障害のある人（児童）への相談支援とし
ては，市町村域，障害保健福祉圏域，都道
府県域と，それぞれの区域の中で関係機関
が適切な役割分担の下に多様な支援を行っ
ている。
市町村においては，身体に障害のある人，
知的障害のある人，障害のある児童につい
て一義的な相談を担っており，窓口におけ
る相談を行っているほか，市町村障害者生
活支援事業を実施している。
都道府県においては，市町村に対する専
門的な技術支援，情報提供及びサービス調
整の役割を担っている更生相談所が設けら
れており，設置状況は，身体障害者更生相
談所（平成15年度現在69か所），知的障害
者更生相談所（平成15年度現在73か所），
児童相談所（平成15年度現在182か所），精
神保健福祉センター（平成15年度現在62か
所）となっている。また，障害児（者）地域
療育等支援事業，精神障害者地域生活支援
センター（平成15年度現在397か所），知的
障害者生活支援事業（平成15年度現在166
か所）
，
障害者110番等を実施しているほか，
市町村を活動区域とする身体障害者相談員
及び知的障害者相談員を設置している。

障害者110番運営事業
障害のある人の権利擁護に関する相談等
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ソーシャルワーカー，人権擁護委員，各種

に対応するため，年間（土・日曜日，祝祭

相談員等の協力を得て，支援体制を整え，

日を含みます）を通じて窓口を設置し，相

必要が生じた場合には，相談チームを編成

談員が相談に応じるとともに，相談内容に

し訪問等による相談に当たる事業です。

応じて弁護士，公認会計士，医師，保健婦，
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自閉症・発達障害支援センター
自閉症・発達障害支援センターは，平成

機関等からの相談への対応，助言指導，

14年度に創設され，自閉症等の特有な発達

情報提供

障害を有する障害児（者）に対し，以下の

②療育，就労支援を希望する自閉症児

事業を実施しています。

（者）に対する適切な療育，就労支援

平成15年度末現在で，全国に19か所実施

③自閉症児（者）等の関係施設職員，小

しており，地域における自閉症等に対する

学校，養護学校等の教職員等への情報

取組を総合的に行う拠点として機能するこ

提供，研修

とが期待されるところです。

④自閉症児（者）関係施設，福祉事務所，
児童相談所，更生相談所，保健所，医

①自閉症児（者）等の各般の問題につい

療機関，学校，職業安定所等の関係機

て，自閉症児（者）やその家族，関係

関との連絡調整

提携医療機関
自閉症児施設
知的障害児（者）施設等

連携

附置
在宅の
自閉症児・者
発達障害児・者
及び家族

相談

自閉症・発達障害支援センター

支援
療
育
情報提供

業務内容
¡在宅支援（相談，療育，情報提供）
¡就労支援
¡関係機関支援（情報提供，研修）
¡係機関との連携

連携

連携

相談

（一般の）
知的障害児（者）施設
保育所等

支援
情報提供 研修参加
研修実施

情報提供

教育機関
¡教育委員会
¡養護学校

連携

福祉・労働機関
¡保健所
¡児童相談所
¡知的障害者更生相談所
¡職業安定所

専門的研修施設
国立秩父学園

地域療育等支援事業

においてもケアマネジメントの視点に立っ
た相談支援が受けられることを目的とし
て，「障害者ケアマネジメント体制支援事
業」を実施している。これにより，各都道
府県・指定都市に障害者ケアマネジメント

国においては，市町村の区域で生活に関
する相談，助言その他の援助を行う民生委
員，児童委員を委嘱している。
また，様々なニーズを持つ障害のある人
の地域生活を支援する観点から，全国どこ

59

日
々
の
暮
ら
し
の
基
盤
づ
く
り

推進協議会を設置して各地域における支援
体制の拡充を図るとともに，障害者ケアマ
ネジメント従事者研修を行い，人材の確保
等に努めている。
保健所，医療機関，教育委員会，盲・
ろう
聾・養護学校，ハローワーク，ボランティ
ア団体等においても，相談支援が行われて
いる。
「いのちの電話」は，精神的危機に直面
し，援助と励ましを求めている人々と主に
電話で対話し，健全な社会人として生活で
きるよう援助することを目的として24時間
体制での相談事業を行っている。
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（４）権利擁護の推進
精神上の障害により判断能力が不十分で
あるため契約等の法律行為における意思決
定が困難な人々を保護・支援するため，民
法の改正などによって，これまでの禁治産
及び準禁治産の制度を改め，後見・保佐・
補助の制度を導入することなどを内容とす
る新たな成年後見制度が平成12年４月１日
から施行された。
痴呆症の人，知的障害のある人，精神に
障害のある人など，判断能力の不十分な
方々を保護し支援するための新たな公示制
度である成年後見登記制度の運用が，平成
12年度から東京法務局で開始されている。
地域福祉権利擁護事業は，痴呆性高齢者，
知的障害のある人，精神に障害のある人等
のうち判断能力が十分でない方々が，地域
において自立した生活を送ることを支援す
るため，福祉サービスの利用や日常的な金
銭管理に関する援助を行う事業として，都
道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹
的な市区町村社会福祉協議会を中心に実施
されている。平成15年４月〜12月の実施状況
は，本事業に関する相談件数は延べ16万
7,007件，本事業の利用契約を締結したも

のが4,834人（平成15年12月末現在の本事
業の実利用者数は１万390人）となってお
り，今後とも本事業の一層の定着を図るこ
ととしている。
国民生活センターでは，人の生命・身体
等に重大な影響を及ぼす商品テストの結
果，悪質商法や不公正な取引などによる消
費者の被害防止・救済手段，安全性の問題，
省資源問題，高齢化・国際化に関する問題，
消費者運動や物価問題など，生活を取り巻
く諸問題についての知識や情報を，消費者
の立場に立った５分間の生活教養テレビ番
組「ご存じですか−消費者ミニ情報−」
（水曜日，11時25分〜11時30分）として全
国31局ネットで提供している。消費者問題
が多様化している現在，消費者啓発のため
の情報提供は従来に増して重要視されてき
ており，障害のある人の自立と社会参加の
ためには，こうした情報が必要とされるこ
とから，この番組において手話放送を行っ
ている。
悪質な手口により消費者被害にあった知
的障害のある人，精神に障害のある人，痴
呆性高齢者の相談が急増しており，国民生
活センターと全国の消費生活センターに寄
せられた「知的障害者，精神障害者，痴呆
性高齢者等が契約当事者である相談」は，
平成９年度は2,082件であったが，平成14
年度は7,341件と，５年間に3.5倍に増えて
いる。
（５）障害者団体や本人活動の支援
厚生労働省では，市区町村の社会福祉協
議会が行う「ボランティア養成等事業」に
おいて，障害のある人などボランティアを
必要とする人に，ニーズに応じたボランテ
ィアの紹介を行うための相談・あっせん窓
口を整備するとともに，より多くの人がボ
ランティア活動に参加できるようにするた
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ンティア振興事業」を実施している。
このような事業を通して，障害のある人
への生活支援が充実したものとなるよう，
ボランティア活動の振興を図っている。
「市町村障害者社会参加促進事業」にお
いて，平成10年度から精神障害のある人の
ボランティア活動を育成する事業である「ボ
ランティア活動支援事業」を行っている。

め，地域のボランティア団体の活動状況を
紹介する情報誌の発行やボランティア入門
講座の開催，ボランティア活動を行うため
の拠点づくりへの支援等を実施している。
都道府県・指定都市の社会福祉協議会に
おいては，小・中高校生を対象としたボラ
ンティア活動の普及や社会人を対象とした
福祉活動体験など福祉教育の推進，ボラン
ティア活動を推進するリーダーやコーディ
ネーターの養成・研修，ボランティア団体
の組織化支援やシニアボランティアの育
成，ボランティア活動の動向や先駆的な活
動を紹介する情報誌の発行等を行う「ボラ

2 在宅サービス等の充実
（１）在宅サービスの充実
障害のある人ができる限り住み慣れた家

●図表1-21 在宅サービスを提供した市町村数
身体障害者
ホームヘルプサービス

知的障害者

2,328

1,498

（73％）
デイサービス

（注）１
２
３
４

（36％）

1.449

（27％）

（39％）
（注3）

1,162

（26％）

857

1,231

（33％）

817

（36％）

精神障害者
1,051

（47％）

1.144

ショートステイ

障害児

1.428

（45％）

419

（45％）

（13％）

上記の数字は，実際に在宅サービスを提供した市町村の数であり，実施体制をとっていたが実際には利用が
なかった市町村は含まれていない。
かっこ内は全市町村に占める割合。
精神障害者については，同種のサービスを行う精神障害者地域生活支援センターが全国415か所で実施。
身体障害者，知的障害者，障害児については平成15年４月，精神障害者については平成14年度のデータ。
資料：厚生労働省

●図表1-22 在宅サービス事業者数
支援費制度
身体障害者
ホームヘルプサービス
デイサービス
ショートステイ
（注）１
２
３

知的障害者

障害児

9,645

7,513

6,789

（387）

（235）

（219）

1,070

636

658

（76）

（75）

（127）

1,066

2,483

1,854

事業所数は，平成16年３月31日現在のワムネット支援費事業者情報のデータ。
表の上段は，指定事業所の数。
かっこ内は基準該当の事業所の数。
資料：厚生労働省
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庭や地域で生活できるようにするために
は，障害のある人の自立した生活を支援す
るとともに，その介護に当たる家族の介護
負担を軽減することが重要である。このた
め，訪問介護（ホームヘルプサービス）事
業，日帰り介護（デイサービス）事業，短
期入所（ショートステイ）事業等在宅サー
ビスの充実を図っている。
訪問介護（ホームヘルプサービス）事業
は，障害のある人等が居宅において日常生
活を営むことができるよう，障害のある人
の家庭等にホームヘルパーを派遣して入浴
等の介護，家事等の日常生活を営むのに必
要な便宜を供与することにより，障害のあ
る人の自立と社会参加を促進し，もって障
害のある人の福祉の増進を図ることを目的
とする事業である。平成15年度の事業者数
は，２万4,788か所（平成16年３月31日現
在のワムネット支援費事業者情報のデータ
による）となっている。
また，社会参加促進のためのサービスと
して，屋外での移動に著しい制限のある視
覚障害のある人，全身性障害のある人又は
知的障害のある人に対して，移動介護を実
施している。
日帰り介護（デイサービス）事業は，在
宅の障害のある人を対象に，創作的活動，
機能訓練，一般生活訓練，集団生活への適
応訓練等を通じて，自立の促進，生活の改
善，身体機能の維持向上，育成の助長を図
ること等を目的とする事業である。平成15
年度の事業者数は，2,642か所（平成16年
３月31日現在のワムネット支援費事業者情
報のデータによる）となっている。
短期入所（ショートステイ）事業は，障
害のある子・人等の介護を行う家族等が，
疾病等を理由に一時的に居宅において介護
ができなくなった場合に，施設等において
保護を行う事業である。平成15年度の事業

者数は，5,403か所（平成16年３月31日現
在のワムネット支援費事業者情報のデータ
による）となっている。
これらの事業については，「重点施策実
施５か年計画」に基づき，計画的な整備を
進めることとしている。
（２）住居の確保
身体に重度の障害のある人が，地域の中
で生活することができるように，その利用
に配慮した身体障害者福祉ホームの整備を
進めている。平成15年度の事業者数は，64
か所となっている。また，公営住宅や身体
障害者福祉ホーム等に居住する身体に障害
のある人を対象に，専任介護グループによ
る安定的な介護サービスを提供する身体障
害者自立支援事業を平成３年度から実施し
ている。
知的障害のある人のための地域における
自立生活の場を確保し，食事の準備や金銭
管理等について，世話人を派遣して援助す
る知的障害者地域生活援助（グループホー
ム）事業は，平成元年度の創設以来積極的
に整備を図っている。平成15年度現在
3,586か所（平成16年３月31日現在のワム
ネット支援費事業者情報のデータによる）
となっている。
精神に障害のある人のための世話人付き
共同生活住居事業（平成４年度創設）は，
平成５年の精神保健法の改正により精神障
害者地域生活援助（グループホーム）事業
として，法定事業となっており，平成14年
度末現在1,030か所で実施している。
住宅施策と福祉施策の連携を図る観点か
ら，平成８年度に，公営住宅法及び同法施
行規則が改正され，公営住宅における知的
障害のある人又は精神に障害のある人のた
めの地域生活援助事業が進められている。
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●図表1-23 知的障害者地域生活援助（グループホーム）事業

援護の実施者

都道府県知事

（市町村）

（指定都市・中核市長）

支援費
支 給
申 請

支援費
支 給
決 定

事業所
申 請
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指定地域生活援助事業者
（運営主体）

事業所
指 定
バックアップ

知的障害者

グループホーム
入居
定員 ４人以上
７人以下

世
話
人

知的障害者
援護施設等

同居又は別居

契 約

資料：厚生労働省

（３）自立及び社会参加の促進
障害のある人が社会の構成員として地域
で共に生活することができるようにすると
ともに，その生活の質的向上が図られるよ
う，生活訓練，コミュニケーション手段の
確保等必要な社会参加促進施策を行ってい
る。
平成15年度においては，「障害者ＩＴサ
ポートセンター運営事業」を創設するとと
もに，身体障害者補助犬の利用を促進する
ために，これまでの盲導犬育成事業を身体
障害者補助犬育成事業とするなど，事業内
容の統合・再編を図り，「障害者社会参加
総合推進事業」を開始した。
国立光明寮，国立身体障害者リハビリテ
ーションセンターにおいて，中途失明者に
対して，日常生活，社会活動に必要な歩行，
点字，パソコン，日常生活訓練，調理訓練，
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ロービジョン訓練（残存視覚を最大限に活
用するための訓練）等を行い，活動の制限
を軽減し，地域生活を円滑に送ることを目
的とした生活訓練を実施している。
特に，国立身体障害者リハビリテーショ
ンセンターでは，糖尿病患者，重複障害者，
高齢者などについて，家庭や地域生活にお
けるQOL向上のための訓練を目的に入所
を希望する事例が増加している。このため，
そのニーズに合致したサービスを提供し，
地域で自立した生活を送れるよう，新たな
支援システム構築の研究の一環として，国
立光明寮の協力の下に，「地域特性（環境，
障害者の状況）」の調査と「日常生活活動
評価基準」の作成を行った。
国立保養所では，重度の肢体不自由者を
対象に，医学的管理の下に日常生活に必要
な機能回復訓練，日常生活動作訓練，職能
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身体障害者補助犬法の施行
我が国においては，障害のある人の日常

る施設において，施設の管理者等は法によ

生活を支援する動物として「盲導犬」が約

る認定を受けた身体障害者補助犬の同伴を

930匹実働しており，広く国民に知られて

原則として拒めなくなりました。

いますが，法律上は道路交通法による規定

また，盲導犬の育成を計画的に進めるた

しかなく，宿泊施設や飲食店で同伴を断ら

め，その育成費用について「障害者社会参

れることがありました。

加総合推進事業」により国庫補助の対象と

また，「介助犬」や「聴導犬」について
は，法的位置付けがなく，ペットと同様に

してきたところですが，平成15年度より介
助犬，聴導犬も対象となりました。

扱われていたため，公共的施設，公共交通

なお，厚生労働省では，身体障害者補助

機関等への同伴が必ずしも円滑に受け入れ

犬法の普及のため，下のステッカーを作成

られていない状況にありました。

して都道府県，市町村などに配布していま

これらの状況を踏まえ，身体に障害のあ

す。このステッカーについてのお問合せは，

る人の自立及び社会参加の促進に寄与する

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企

ため，平成14年５月，「身体障害者補助犬

画課社会参加推進室までお願いいたしま

法」が公布されました。この法律は，身体

す。

障害者補助犬（盲導犬，介助犬及び聴導犬）
の訓練事業者及び使用者の義務を定めると
ともに，身体に障害のある人が公共的施設，
公共交通機関等を利用する場合において，
身体障害者補助犬を同伴することができる
ようにしたものです。
この法律により，平成14年10月から，
国・地方公共団体等が管理する施設や公共
交通機関及び国・地方自治体等の職場や住
宅において，平成15年10月からは，ホテル，
デパート等の不特定かつ多数の者が利用す

●
第
１
編

補助犬マーク

は，専門家による適切な診療・指導の対応
を早期に実施することが重要であることか
ら，自閉症等の特有の発達障害を有する在
宅の児童に対し，「外来診療」及び「通園
療育指導事業」を実施している。

訓練など社会復帰・家庭復帰に結び付く必
要なリハビリテーションを行っている。さ
らに，退所後の日常生活が円滑に送れるよ
う，住宅環境支援・調整を行っている。
国立知的障害児施設では，自閉症等の発
達障害児に対する指導効果の向上を図るに
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（４）精神障害者施策の充実
精神障害者施策については，昭和25年制
定の精神衛生法を昭和62年に「精神保健法」
に改正し，人権に配慮した適正な精神医療
の確保とともに，精神に障害のある人の社
会復帰の促進を図るための所要の措置を講
じた。また，平成５年には精神に障害のあ
る人が身体に障害のある人や知的障害のあ
る人と並んで障害者基本法の対象として位
置付けられ，平成７年には「精神保健及び
精神障害者福祉に関する法律」に法律名を
改め，精神に障害のある人の福祉を初めて
法制化した。その上で，平成11年には現在
の精神保健福祉を取り巻く状況を勘案して
見直しが行われ，「精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律等の一部を改正する法
律」が公布された。
在宅の精神に障害のある人の相談・助言
等を行う精神障害者地域生活支援センター
を社会復帰施設として法定化するととも
に，精神障害者居宅介護等事業及び精神障
害者短期入所事業を創設し，既存の精神障
害者地域生活援助事業と併せて精神障害者
居宅生活支援事業として法定化し，その実
施主体を市町村とすることで，より住民に
身近な地域で在宅福祉サービスが利用でき
るようにした。
平成５年の精神保健法の改正により，精
神に障害のある人の社会復帰の促進に資す
るため，全国で１か所「精神障害者社会復
帰促進センター」を設置することとし，平
成６年に財団法人全国精神障害者家族会連
合会を指定した。このセンターにおいては，
精神に障害のある人の社会復帰促進のため
の啓発広報，具体的事例に即した社会復帰
の訓練・指導等の研究開発，社会復帰施設
職員等に対する研修等を実施している。
（５）各種障害への対応
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ア 盲ろう等の重度・重複障害者への対応
盲ろう者とは，「視覚と聴覚に障害があ
る者」であり，全盲ろう，盲難聴，弱視ろ
う，弱視難聴の４つのタイプがある。平成
13年６月に実施された調査結果において，
盲ろう者は，
１万3,000人と推計されている。
盲ろう者は，その障害の程度や生育歴等
により，コミュニケーション方法も触手話，
指文字，手書き文字など多様な方法があり，
コミュニケーションの保障や情報入手，移
動の支援が重要である。
平成15年度の障害者社会参加総合推進事
業においては，重度盲ろう者のコミュニケ
ーションや移動の支援を行う「盲ろう者通
訳・ガイドヘルパー養成・研修事業」が全
国34か所，盲ろう者向け通訳・介助員を派
遣する「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事
業」が全国28か所で実施された。
また，コミュニケーション手段の確保，
外出のための移動支援など，社会参加を促
進するためのサービス支援の人材確保や派
遣事業等を引き続き充実していくことが必
要であり，国立身体障害者リハビリテーシ
ョンセンターにおいて，盲ろう者通訳・ガ
イドヘルパー養成・研修を行う指導の研修
を実施し，サービス支援の人材育成を行っ
ている。
イ 高次脳機能障害のある人への対応
「高次脳機能障害」とは，一般に，外傷
性脳損傷，脳血管障害等により脳に損傷を
受け，
その後遺症等として生じた記憶障害，
注意障害，社会的行動障害などの認知障害
等を指し，具体的には，「会話がうまくか
み合わない」，
「段取りをつけて物事を行う
ことができない」等の症状があげられる。
高次脳機能障害は，日常生活において大
きな支障をもたらすことも多いが，一見し
てその症状を障害に由来するものと認識さ
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れないこともあるなど，国民や行政，医
療・福祉関係者の間に十分な理解が得られ
ておらず，その特性に着目したサービス提
供がなされていない状況にあった。
このため，平成13年度より，高次脳機能
障害への具体的な支援方策を検討すべく，
地方自治体及び国立身体障害者リハビリテ
ーションセンターにおいて「高次脳機能障
害支援モデル事業」を実施している。
平成15年度までに，診断基準を確立する
とともに，医学的リハビリテーション等の
標準的な訓練プログラムや社会復帰支援の
ためのプログラムなどを作成した。
平成16年度においては，これまでに得ら
れた成果について自治体，関係機関・団体
等への啓発・普及を図るとともに，モデル
事業を継続し，地域における効果的な支援
手法等についての検討を進めることとして
いる。
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ウ 強度行動障害への対応
「強度行動障害」とは，ひどい自傷，強
い他傷，激しいこだわりや器物破損，睡眠
の大きな乱れ，拒食，異食等の食事面問題
や便こねや強迫的に排尿排便を繰り返すな
ど排泄面の問題等，生命維持にも危険を及
ぼすような行動上の問題をいい，こうした
強度行動障害を示す重度知的障害児（者）
等に対し，行動障害の軽減を目的として平
成５年から知的障害児施設，知的障害者更
生施設等の指定施設において特別処遇が行
われている。
特別処遇は，児童相談所，知的障害者更
生相談所，福祉事務所等の関係機関と連携
を取りながら個別プログラムに基づき３年
めど
以内を目処として実施されており，障害の
軽減が図られた場合，施設内処遇を変更や
他施設への移行あるいは退所する等によっ
て終了するが，平成14年度は183名が特別

処遇の対象であった。
エ 難病患者等への対応
居宅において介護を受けることができな
い難病患者等の居宅における療養生活を支
援するため，要介護の状況にありながら介
護保険法，老人福祉法，身体障害者福祉法
等の施策の対象とならない等の要件を満た
す難病患者等を対象として，平成９年１月
から市町村等を事業主体とする難病患者等
居宅生活支援事業を実施している。

3 経済的自立の支援
（１）年金制度等による所得保障
障害のある人に対する所得保障は，障害
のある人の経済的自立を図る上で極めて重
要な役割を果たしており，我が国において
は，障害基礎年金や障害厚生（共済）年金
の制度と，障害による特別の負担に着目し，
その負担の軽減を図るために支給される各
種手当制度がある。
我が国の年金制度は，国民皆年金体制が
確立され，原則としてすべての国民がいず
れかの年金制度に加入することとされてい
る。これによって，被保険者期間中の障害
については障害基礎年金や障害厚生（共済）
年金が支給されるほか，国民年金に加入す
る20歳より前に発した障害についても障害
基礎年金が支給されることから，原則とし
てすべての成人障害者が年金を受給できる
ことになり，年金は障害のある人の所得保
障において重要な役割を果たしている。
年金制度は，全国民共通の基礎年金とサ
ラリーマンや公務員に対し基礎年金の上乗
せとして厚生年金や共済年金が支給される
という，いわゆる２階建ての体系がとられ
ている。
年金制度による障害のある人の所得保障
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でも65歳に達するまでの間は障害基礎年
金・障害厚生（共済）年金の受給権を消滅
させず支給停止とする取扱いの実施が行わ
れている。
昭和60年の年金制度の改革に伴い，それ
まで重度障害のある人に対して支給されて
いた福祉手当についても見直しが行われ，
特に重度障害のある人を対象とする特別障
害者手当と，障害基礎年金が支給されない
重度障害のある児童に支給される障害児福
祉手当とに改編された。同時に，特別障害
者手当の支給額が福祉手当と比較してほぼ

については，年金額の引上げや支給要件の
改善など，これまで着実にその充実が図ら
れてきた。近年では，昭和60年改正の際の
障害福祉年金から障害基礎年金への移行に
よる大幅な年金額の引上げ，第３号被保険
者制度の創設によるサラリーマンの被扶養
配偶者に係る年金受給権の確保，平成元年
改正の際の学生期間中の障害事故に係る年
金受給権確保等のための学生強制加入，平
成６年改正の際の20歳前障害に係る障害基
礎年金の所得制限の２段階制の導入，障害
等級に該当しなくなり３年を経過した場合

●図表1-24 障害年金のあらまし（平成16年）
配偶者加給年金
19,050円

障害厚生年金
［障害厚生年金（２級）×1.25］

子の加算額
第１子，第２子
第３子以降

配偶者加給年金
（１級に同じ）
障害厚生年金
q総報酬制導入前の被保険者期間分 ＋
w総報酬制導入以後の被保険者期間分
q 平均標準 7.125 被保険者
報酬月額 × 1000 × 期間の月数
w 平均標準 5.481 被保険者
報酬額 × 1000 × 期間の月数

平成15年
（３月まで
）
平成15年
（4月以降 ）

19,050円
6,350円

子の加算額
（１級に同じ）
障害厚生年金

障害基礎年金
66,208円×1.25
〔１級〕

障害基礎年金
66,208円

障害厚生年金（２級）に同じ
ただし，
最低補償額 49,667円

〔２級〕

〔３級〕
資料：厚生労働省

●図表1-25 年金及び手当額の推移

（単位：円）

平成10年度 平成11〜14年度 平成15年度
障害基礎年金

（１級）
（２級）
特別児童扶養手当 （１級）
（２級）
特別障害者手当
障害児福祉手当

83,283
66,625
51,250
34,130
26,700
14,520

83,775
67,017
51,550
34,330
26,860
14,610

83,025
66,417
51,100
34,030
26,620
14,480

平成16年度
82,758
66,208
50,900
33,900
26,520
14,430
資料：厚生労働省
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倍額に引き上げられた。このほか，障害の
ある児童の父母等に対しては，従来より，
特別児童扶養手当を支給している。
これらの年金及び手当については，毎年
物価の変動に合わせて支給額の改定を行う
（物価スライド）ほか，少なくとも５年に
１度行われる財政再計算の時に，生活水準
や賃金の変動に応じて支給額の改定を行っ
ている。
第159回国会に提出した「国民年金法等
の一部を改正する法律案」においては，多
様な生き方，働き方に対応した制度とする
ことを改革の基本的な視点としており，障
害を有しながら働いたことを年金制度上評
価する仕組みとして，障害基礎年金と老齢
厚生年金等の併給を可能とする障害年金の
改善や，障害基礎年金等の支給要件の特例
措置の延長を盛り込んでいる。
（２）個人財産の適切な管理の支援
成年後見制度の周知を図るため，パンフ

レットの配布や法務省ホームページにQ＆
Aを掲載するなどを行った。
また，都道府県・指定都市社会福祉協議
会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会等
では，痴呆性高齢者，知的障害のある人，
精神に障害のある人等のうち判断能力が十
分でない方々の自立を支援するため，地域
福祉権利擁護事業において，福祉サービス
の利用に伴う預金の払い戻しや預け入れの
手続等，利用者の日常的な金銭管理に関す
る援助を行っている。

4 施設サービスの再構築
（１）地域生活を支える拠点としての施設
整備
障害のある人のための施設は，在宅で生
活することが困難な重度障害のある人が安
心して暮らせるよう介護を提供する生活施
設，リハビリテーションや職業訓練を行う
更生施設，雇用が困難な障害のある人に就

地域移行への取組
障害者施策については,

平成14年12月に

行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞ

閣議決定された新しい「障害者基本計画」

みの園として発足しました。

において，施設から地域生活への移行の推

これに伴い，国においてのぞみの園が取

進の方向が示されたところです。

り組むべき中期目標を示しました。

国立コロニーのぞみの園は，これまで，

●
第
１
編

中期目標では，のぞみの園は，地域生活

独立自活の困難な心身に障害のある人を必

移行を積極的に推進し，入所者数を19年度

要な保護及び指導の下に生活させる施設と

末までに３割から４割程度縮減するほか，

して運営されてきましたが，重度の知的障

重度知的障害のある人の地域への移行に向

害のある人に対し，自立のための先導的か

けた施設内処遇と地域生活支援体制の構築

つ総合的な支援の提供を行うこと等によ

の在り方に関する調査及び研究を行い，そ

り，知的障害のある人の福祉の向上を図る

の成果等を全国の知的障害者援護施設等に

ことを目的として，平成15年10月に，独立

向けて情報提供していくこととしています。
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小規模作業所
小規模作業所とは，一般の企業等で働く

のです。これらは共同作業所，小規模授産

ことの困難な障害のある人の働く場や活動

所，福祉作業所などの名称でも呼ばれてお

の場として，障害のある人，親，ボランテ

り，平成15年８月現在，全国に6,025か所

ィアをはじめとする関係者の共同の事業と

（きょうされん調べ）あり，様々な形態に

して，地域の中で生まれ運営されているも

より運営されています。

小規模作業所の障害種別助成か所数（平成15年度）
身体障害者

知的障害者
875

精神障害者
840

合計
792

2,507

所による援護事業（小規模作業所）につい
ては，全国団体を通じて定額補助を行って
いる。平成15年度においては，2,785か所
に補助している。

業の機会を提供する作業施設がある。
これらの施設については，各都道府県・
指定都市と連携しながら，所要の整備を行
ってきたが，今後は，障害者基本計画に基
づき，施設等から地域生活への移行を促進
するとともに，地域生活を支える拠点とし
て，施設の専門的機能を地域に開放する
「地域化」を進めることとしている。
このため，今後の障害者施設の整備方針
は，①障害のある人が身近で専門的機能を
活用できるよう，通所施設等の量的な整備
を図る，②入所施設は，真に必要なものに
限定する，③多様なニーズを持つ障害のあ
る人が地域生活を円滑に送ることができる
よう，障害のある人のための居住の場の拡
大・多様化を推進する，ことを重点として
いるところである。
これらの施設の利用が困難な重度障害の
ある人や日帰り介護（デイサービス）事業
が実施されていない地域の障害のある人に
対して，地域の障害者団体等が実施する通

（２）施設の地域利用
施設に対しては，従来のように，入所者
を対象にするだけではなく，施設が蓄えて
きた知識や経験を活用し，あるいは施設の
持っている様々な機能を地域で生活してい
る障害のある人が利用できるように，支援
を行うことが求められている。このため，
これまで短期入所事業等の心身障害児（者）
施設地域療育事業（いわゆる「施設の開放
化事業」）等を創設し，実施してきた。今
後，障害者施設は，各種在宅サービスを提
供する在宅支援の拠点として地域の重要な
資源として位置づけ，その活用を図ること
が重要であり，こうした取組の一層の充実
を図る必要がある。
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ジャパンパラリンピック競技大会などの
高い競技性を持つスポーツ大会が数多く開
催されるとともに，国際的にも，競技性の
高い障害者スポーツの大会が開催されてお
り，我が国の選手も多数参加している。
知的障害のある人のスポーツについて
も，身体に障害のある人のみを対象として
いた大会に知的障害のある人も参加できる
ようになるなど，その充実が急速に図られ
てきている。

5 スポーツ・文化芸術活動の推進
（１）スポーツ・レクリエーションの振興
ア 各種スポーツ大会等の開催
全国障害者スポーツ大会や全国ろうあ者
体育大会の着実な実施等により，障害のあ
る人のスポーツに対する理解と関心は年々
高まりをみせ，現在では，全国各地におい
て数多くのスポーツ大会やスポーツ教室が
開催されている。

主な国内障害者スポーツ大会
○全国障害者スポーツ大会

いて，各々開催されました。

平成10年の長野パラリンピック冬季競技

○ジャパンパラリンピック競技大会

大会以降，障害者スポーツへの国民各層の
関心が高まったことを受け，それまで別々

競技力の向上と国際大会へ派遣する選手

に開催されていた身体に障害のある人と知

の選考を目的とした本大会は，平成３年度

的障害のある人の全国大会が統合され，平

から陸上競技と水泳，平成５年度からスキ

成13年度から全国障害者スポーツ大会とし

ー，平成６年度からアイススレッジホッケ

て開催されています。本大会は，障害のあ

ー，平成10年度からアーチェリーの競技大

る選手が，競技等を通じ，スポーツの楽し

会が，毎年各々開催されています。
陸上競技，水泳，スキーには，知的障害

さを体験するとともに，国民の障害に対す

のある人も参加しています。

る理解を深め，障害のある人の社会参加の
推進に寄与することを目的としています。
平成15年度の第３回大会は，静岡県にお
いて開催されました。

○全国ろうあ者体育大会
本大会は，スポーツを通じて技を競い，
心身の鍛練と連帯，協調の精神を養い，自
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立と社会参加を促進することを目的とし
て，昭和42年度より開催されています。
平成15年度には，第37回夏季大会が長野
県において，第35回冬季大会が富山県にお
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主な国際障害者スポーツ大会
○パラリンピック競技大会
オリンピックの直後に，原則として当該

○フェスピック競技大会（極東・南太平
洋障害者スポーツ大会）

開催地で行われる障害のある人の国際競技

東アジアと南太平洋の国々及び地域を対

大会であり，夏季大会と冬季大会が開催さ

象に，おおむね４年ごとに開催される障害

れています。

のある人のスポーツ大会です。本大会は，
我が国が提唱したことにより開催されるよ

夏季大会は，昭和35年にローマ（イタリ
ア）で第１回大会が開催され，オリンピッ

うになりました。

ク同様，４年に１度開催されています。平

昭和50年の第１回大会は大分県で，平成

成12年にはオーストラリアにおいて，第11

元年の第５回大会は兵庫県で開催されまし

回シドニーパラリンピックが開催されまし

た。平成11年の第７回バンコク大会（タイ）

た。次回は平成16年９月，アテネ（ギリシ

からは一部の競技に知的障害者も参加でき

ャ）において開催されます。知的障害のあ

るようになり，平成14年には，釜山（韓国）

る人の競技は，平成４年の第９回バルセロ

において第８回大会が開催されました。

ナ大会（スペイン）で身体に障害のある人の
めてであり，平成８年の第10回アトランタ大

○デフリンピック競技大会（世界ろう者
競技大会）

会（アメリカ）では，陸上競技と水泳の一部

４年ごとに行われる聴覚障害者の国際競

の種目が正式に加わり，身体に障害のある人

技大会であり，夏季大会と冬季大会が開催

と同会場・同日程で行われました。平成12年

されています。

大会とは別会場・別日程で行われたのが初

の第11回シドニー大会では，新たにバスケッ

夏季大会は大正13年を第１回としてお

トボールと卓球が加わり４競技に拡大され

り，平成13年にはローマ（イタリア）にお

ました。

いて第19回大会が開催されました。次回は
平成17年１月，メルボルン（オーストラリ

冬季大会は，昭和51年にエーンシェルド

ア）において開催されます。

スピーク（スウェーデン）で第１回大会が
開催されて以降，オリンピック冬季競技大

冬季競技大会は昭和24年を第１回として

会の開催年に開催されています。平成10年

おり，平成15年にはスンツバル（スウェーデ

の第７回長野大会では，冬季大会として初

ン）において第15回大会が開催されました。

めて，知的障害のある人のクロスカントリ
ースキーが正式競技として行われました。
また，平成14年にはアメリカにおいて，第
８回ソルトレーク冬季パラリンピックが開
催され，36か国・地域から867人（選手416
人，役員451人）が参加し，アルペンスキ
ー，ノルディックスキー，アイススレッジ
ホッケーの３競技で競い合いました。
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ツや競技としてのスポーツを積極的に意義
づけていくことが提言された。
こうした取組を進めるために，（財）日
本障害者スポーツ協会を中心として，知的
障害のある人等を含めた障害者全体のスポ
ーツの振興を図る体制を整備するととも
に，国としても「障害者スポーツ支援基金」
により，同協会が行う障害者スポーツ指導
者の養成事業や国際大会への選手団派遣事
業，各障害者スポーツ競技団体が行う種目
別の全国大会の開催事業等への助成を行っ
ている。

イ 障害者スポーツ指導者の養成
障害のある人がスポーツ活動を行うため
には，それぞれの障害の特性に応じて適切
な指導ができるスポーツ指導者の確保が不
可欠である。このため，（財）日本障害者
スポーツ協会において，障害者スポーツの
指導者制度を設けて，その養成を行ってお
り，現在では全国で約２万名（平成15年12
月現在）が指導者として認定されている。
また，平成８年度から「障害者社会参加
総合推進事業」により，都道府県・指定都
市が障害者スポーツ指導員の養成事業を行
っている。
ウ 障害者スポーツの振興のための取組へ
の支援
長野パラリンピックにおける日本選手団
の大活躍を一つの契機として障害者スポー
ツへの国民各層の関心が高まりをみせる
中，平成10年に，今後の障害者スポーツの
あり方を検討するため「障害者スポーツに
関する懇談会」（厚生事務次官の私的懇談
会）が開催され，その報告において，今後
の障害者スポーツについては，スポーツが
生活をより豊かにするという視点に立っ
て，生活の中で楽しむことができるスポー

（２）文化活動の振興
最近では，障害のある人によるコンサー
トや，障害のある人も楽しめる舞台芸術公
演，展覧会等も各地で開催されるようにな
ってきている。また，国立劇場・新国立劇
場や国立美術館・国立博物館においては，
障害のある人の入場料の割引を実施してい
るほか，全国各地の劇場，コンサートホー
ル，美術館などにおいて，車いす使用者で
も利用ができるトイレやエレベーターの設
置等障害のある人に対する環境改善も進め
られている。
国民文化祭（昭和61年度から開催）及び
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第３回障害者芸術・文化祭
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全国高等学校総合文化祭（昭和52年度から
開催）においても，障害のある人・生徒も
共に参加している。
各都道府県・指定都市で実施している
「障害者社会参加総合推進事業」の一環と
して，障害のある人の生活を豊かにすると
ともに，国民の障害への理解と認識を深め，
障害のある人の自立と社会参加の促進に寄
与することを目的として「第３回障害者芸
術・文化祭」が東京都において平成15年11
月に開催された。

6 福祉用具の研究開発・普及促進と

障害児（者）の日常生活の便宜を図るため，
浴槽，特殊便器，点字タイプライター，聴
覚障害者用通信装置等を給付又は貸与する
ものである。平成15年度には，対象品目と
して，新たに視覚障害者用活字文書読み上
げ装置を取り入れるとともに，文字放送デ
コーダーを聴覚障害者用情報受信装置に入
れ替えることにより，改善を図った。
身体に障害のある人の使用に供するため
の特殊な性状，構造又は機能を有する一定
の物品については，消費税は非課税とされ
ており，平成15年度は個別の対象物品につ
いて所要の見直しを行った。

利用支援
（１）福祉用具の普及
我が国の少子高齢化は急速に進んでお
り，障害のある人等の自立支援や介護負担
軽減が急務となっている。また，障害のあ
る人等が社会活動に参加していく上での障
害を解消していくための環境整備が求めら
れている。
福祉サービスをめぐる要望は，障害のな
い高齢者や一時的に障害のある状態になっ
た者をも視野に入れ，自立や社会参加から
身の回りの不便さへの対応まで，一層幅広
いものになってきている。これを受け，福
祉サービスを支援する福祉用具の役割への
期待が高まってきている。
福祉用具の公的給付としては，補装具の
給付と日常生活用具の給付等がある。補装
具の給付は，身体に障害児（者）の日常生
活や社会生活の向上を図るために，失われ
た部位や障害のある部分を補うため，義肢，
装具，車いす，盲人安全つえ，補聴器等の
補装具の交付又は修理を公費で行うもので
ある。
日常生活用具の給付等は，自力で日常生
活を営むのに著しく支障のある在宅の重度

73

（２）情報・相談体制の充実
福祉用具の情報については，（財）テク
ノエイド協会において，福祉用具の製造・
販売企業の情報や個別用具の情報にかかる
データベース（福祉用具情報システム：
TAIS）を構築しており，インターネット
を通じてこれらの情報を提供している
（http://www.techno-aids.or.jp）
。
国立身体障害者リハビリテーションセン
ター学院において，身体に障害のある人の
リハビリテーション・福祉に従事する専門
職員の養成及び現に従事している各種専門
職の技術の向上を目的とした研修を行って
おり，なかでも福祉用具に携わる専門職に
ついては，言語聴覚学科，義肢装具学科，
視覚障害学科により養成が行われているほ
か，義肢装具等適合判定医師研修会，補聴
器適合判定医師研修会，視覚障害者用補装
具適合判定医師研修会，義肢装具士研修会，
福祉機器専門職員研修会，靴型装具専門職
員研修会が実施されている。
（３）研究開発の推進
福祉用具産業は成長期の入口にさしかか
ったところであり，利用者への十分な選択
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福祉用具実用化開発推進事業
〈15年度新規採択テーマ ５件〉

④障害を持つ子ども用チャイルドシート
の開発

①簡便に機能調節ができる短下肢装具足

⑤携帯電話を利用した編集機能付き電子

継手の開発

拡大装置の開発

②軽量かつ長時間の使用が可能な電動車
いすの開発
③無動力段差解消機の開発

福祉用具研究開発助成事業
〈15年度新規採択テーマ 16件〉

開発
⑨スキー用具下腿義足に関する研究開発

①階段昇降可能な電動車いすの開発と実

⑩視覚障害者用録音図書製作のためのネ

用化

ットワーク録音システム

②ブタンガス・エンジン車いす

⑪自分の力で移乗及び排泄ができない重

③福祉用具と住宅改修の利用環境におけ

度障害者のための自立移乗装置の開発

る適正化に関する実地研究事業

及び実用化

④人工肛門消化管ストーマパウチ専用の

⑫災害時の避難・生活支援データベース

脱臭用品の研究開発

構築に関する研究

⑤視覚障害者の生活に利用できる自立支

⑬失語症者用ホームページ閲覧ソフトの

援のためのマーキング及び点字加工を

開発

容易に行う超音波接着装置の研究開発

⑭視覚障害者のための音楽学習・製作ソ

⑥福祉用具貸与に対応した標準型車いす

フトウエアの研究と開発

用バッグシステムの研究開発

⑮触覚ディスプレイの量産とモデル運用

⑦姿勢指示性能と通気性を両立させた姿

の研究

勢保持バギーの実用化

⑯腹圧の軽減化を図り，自然な姿勢がと

⑧片麻痺者の歩行能力改善のための調整

れる超低床ベッド

機能を持つコンパクトな短下肢装具の
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肢の提供や費用対効果等がより重要な課題
となっている。このため，研究開発の推進，
標準化や評価基盤の整備等，産業の基盤整
備を進め，福祉用具産業の健全な発展を支

援することを通じて，良質で安価な福祉用
具の供給による利用者の利便性の向上を図
っている。
研究開発については，従来より国立身体
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平成15年度は，階段昇降可能な電動車いす
障害者リハビリテーションセンター研究所
の開発と実用化等新たな研究開発テーマに
において，「身体障害者の自立と社会参加
助成を行った。
ならびにQOLの向上」を目的としたリハ
障害のある人を含めだれにとっても，よ
ビリテーション支援システム，支援技術，
り安心・安全で，また識別・操作等もしや
福祉機器に関する研究開発及び評価法の研
すく，快適な生活用品，生活基盤，システ
究開発を行っている。
ム等の開発を支援する観点から，個々の人
平成５年度より福祉用具法に基づく「福
間のレベルでの様々な行動を計測し，理
祉用具実用化開発推進事業」の下，障害の
解・蓄積することにより，人間と製品・環
ある人や高齢者，介護者の生活の質の向上
境の適合性を客観的に解析し，個々の人間
を目的として優れた技術や創意工夫のある
の行動特性に製品・環境を適合させる基盤
福祉用具の実用化開発を行う民間企業等に
技術の研究開発を実施している。
対し，NEDOを通じて研究開発費用の助成
地方公共団体が地方単独事業で行う福祉
を行い，制度発足以来，平成15年度までに
用具に関する研究開発・情報提供・相談等
137件のテーマを採択している。
のための施設整備事業に対して，共生のま
（財）テクノエイド協会では，厚生労働
ち推進事業等により支援措置を行っている。
省の委託等を受けて調査研究を行っている
ほか，平成元年度より民間事業者等が行う
研究開発に対し助成を行っており，これま
（４）標準化の推進
で168テーマが終了し（平成14年度末現在），
より優れた福祉用具の開発・普及を推進

●図表1-26 『ISO／IECガイド71』に示された７つの分野の考慮事項（マトリックス）
機能・能力区分

配慮領域

感覚能力

身体能力

認知能力

アレルギー

見る，聞く，触る，
嗅ぐなど

移動，握力，話すなど

判断，記憶など

接触，食べ物など

老眼・難聴，痺れなど

歩行困難，
言語障害など

知的障害，自閉症など

情報

色，文字の大きさ，コ 位置，レイアウト
ントラスト，形状など

包装

色，文字の大きさ，コ 扱いやすさ，表面材質 図記号，絵記号
ントラスト，形状など など

素材（材質）

色，コントラスト，形 扱いやすさ，表面材質 色，コントラスト，形 成分表示，表面材質，
素材など
状など
状，表面材質，音響な など
ど

取付け

照明，扱いやすさ，道 扱いやすさ，表面材質 色，形状，道理に合っ 成分表示，表面材質，
素材など
た手順
など
理に合った手順など

ユーザーインタ
フェース
保守・保管・廃棄

絵記号など

成分表示，表面材質，
素材など

色，文字の大きさ，レ 位置，レイアウト，扱 図記号，絵記号，わか アレルギー性や毒性の
ない材質など
りやすさ
イアウト，扱いやすさ いやすさなど
扱いやすさ，道理に合 扱いやすさ
った手順など

図記号，絵記号，道理 アレルギー性や毒性の
ない材質など
に合った手順

照 明 ， ア ク セ ス ル ー 位置，レイアウト，表 図記号，絵記号，わか アレルギー性や毒性の
ない材質など
りやすい言葉
面材質など

構築環境（建物等）ト，音量など

資料：経済産業省
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するためには，利用者のニーズにきめ細か
く対応するとともに，安全性を含めた品質
向上，互換性の確保による生産の合理化，
購入者への適切な情報提供に資する観点か
ら，客観的な評価方法・基準の策定と標準
化が不可欠である。このため，国際的な標
準化動向を踏まえた日本工業規格（JIS）等
を活用した福祉用具の標準化を推進してい
る。平成15年度には，紫外線硬化樹脂イン
キを用いた点字の，品質及び試験法に関す
るJISの制定等を進めた。
平成13年11月に，規格作成時における高
齢者・障害者への配慮事項を取りまとめた
「ISO/IECガイド71」が国際規格として制定
され，我が国も平成15年６月に同ガイドを
JISZ8071として制定した。同時に，我が国
として高齢者・障害者の支援に関する標準
化をどのように進めていくべきであるか，
規格づくりのアプローチの観点をまとめ，
「高齢者・障害者への配慮に係る標準化の進
め方について（提言書）
」として公表した。

た。
さらに，平成15年度には全国社会福祉協
議会に「第三者評価基準及び評価機関の認
証の在り方に関する研究会」が設置され，福
祉サービスの第三者評価事業の推進体制及
び福祉サービス第三者評価基準ガイドライ
ン等について研究が行われたところである。

8 専門職種の養成・確保
（１）福祉専門職
福祉専門職の養成確保については，平成
４年に策定された，いわゆる福祉人材確保
法に基づき，社会福祉事業従事者等に対す
る研修や無料職業紹介事業等を実施する都
道府県福祉人材センター及び社会福祉関係
職員の福利厚生の充実を図る福利厚生セン
ターが設置されるなど，総合的な社会福祉
従事者確保の対策が進められている。
ア 社会福祉士，介護福祉士
国民の社会福祉に対する需要が多様化・
高度化してきたことから，昭和62年５月，
我が国で初めての福祉関係専門職の国家資
格制度である社会福祉士及び介護福祉士法
が制定され，社会福祉の現場において着実
に定着してきた。
具体的には，身体上，精神上の障害等に
より日常生活を営むのに支障がある人に対
して，
・専門的知識及び技術を持って福祉に関

7 サービスの質の向上
利用者に質の高いサービスを提供する取
組を継続的に行うための目安として，平成
12年６月に「障害者・児施設のサービス共
通評価基準」を作成し，障害者・児施設等
による自己評価を実施した。また，翌年７
月には前年度の評価実績を踏まえて評価基
準を見直す等，自己評価の普及を図ってき
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●図表1-27 福祉専門職の資格取得者（平成15年度末の登録者）
社会福祉士
48,736人

介護
福祉士
368,716人

国家試験

養成試験

204,378人

164,338人

精神保健福祉士
18,321人
資料：厚生労働省
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成立し，平成10年４月から施行された。本
資格の国家資格化については，昭和62年の
精神衛生法の改正時以来，衆参両院から７
回にわたり附帯決議がなされるなど，その
必要性は従来から指摘されていたところで
ある。平成10年以降，精神保健福祉士は着
実に養成されており，有資格者数は１万
8,321人（平成16年３月末）を数えることと
なった。

する相談援助を行う社会福祉士につい
ては，資格登録者数約４万9,000人（平
成16年３月末）
・専門的知識及び技術を持って入浴等の
介護や介護指導を行う介護福祉士につ
いては，資格登録者数約36万9,000人
（平成16年３月末）
を数えることとなった。
今後とも，重点施策実施５か年計画等に
不可欠な福祉人材について，更なる量的拡
充を図るとともに，福祉専門職の中核的役
割を担う高い資質を持った社会福祉士及び
介護福祉士の養成・確保に努めることとし
ている。
社会福祉士及び介護福祉士の教育課程に
ついては，他の保健医療福祉従事者との一
層の連携や在宅での生活支援を視野におい
た効果的な相談援助及び介護の技術を備え
るとともに，人権等に関する意識をより高
める教育課程となるように，平成11年に改
正を行い，平成12年４月の入学生から適用
した。

（２）リハビリテーション従事者
高齢化の進展，疾病構造の変化等に伴い，
リハビリテーションの必要性，重要性が一
層増してきている。そのため，専門的な技
術及び知識を有する人材の確保と資質の向
上を図っていくことが重要である。
ア 理学療法士，作業療法士
理学療法士及び作業療法士は，身体や精
神に障害のある人々に対し，基本的動作能
力・応用的動作能力又は社会的適応能力の
回復を図るための理学療法，作業療法を行
う専門職である。平成15年４月現在で理学
療法士の養成施設は7,125名，作業療法士の
養成施設は5,657名の定員が確保されてい
る。なお，平成12年11月の医療関係者審議
会理学療法士作業療法士部会において，平
成16年を目途に理学療法士及び作業療法士
の新たな需給推計が策定された。

イ 精神保健福祉士
精神に障害のある人の社会復帰を促進す
る上では精神に障害のある人の保健・福祉
に関する専門的知識・技術を有する者によ
る相談，援助が重要である。このため，精
神に障害のある人の社会復帰に関する相
談・援助を行う精神保健福祉士を国家資格
化する精神保健福祉士法が平成９年12月に

イ 視能訓練士，義肢装具士

●図表1-28 リハビリテーション従事者の資格取得者（平成15年末の登録者）
理学療法士
37,068人

作業療法士
22,757人

視能訓練士
5,353人

義肢装具士

言語療法士

2,869人

7,750人

資料：厚生労働省
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研修会，言語聴覚士研修会，視覚障害生活
支援研修会，リハビリテーション看護研修
会が実施されている。
このほか，全国の国立更生援護施設で培
った技術の情報提供や研修を行うための場
として，国立光明寮に地域交流棟等の整備
を行うとともに，当該光明寮において，地
域ボランティアや住民を対象として，また，
福祉教育の一環として教員や小中学生を対
象に，視覚障害のある人に対する正しい理
解と知識や援助方法の習得を目的とした研
修会等を実施している。
また，知的障害児（者）の高齢化や障害の
重複化，さらには自閉症等の特有の発達障
害を有する障害児（者）に対する取組の強
化等に伴い，これらに関連する業務に従事
する専門職員の資質向上を図ることは重要
な課題であることから，国立秩父学園附属
保護指導職員養成所において，知的障害関
係福祉施設等で保護指導の業務に従事する
職員の資質向上を図るための研修を実施し
ている。特に自閉症等への取組として，全
国の知的障害児施設等に附置される「自閉
症・発達障害支援センター」の職員に対す
る療育技術に関する研修を実施している。

両眼視機能の回復のための矯正訓練及び
これに必要な検査を行う視能訓練士，義
肢・装具の装着部位の採型並びに製作及び
身体への適合を行う義肢装具士の養成施設
についても，平成15年４月現在それぞれ812
名，120名の定員が確保されている。
ウ 言語聴覚士
音声機能，言語機能及び聴覚に関するリ
ハビリテーション等を行う言語聴覚士が平
成10年に国家資格化され，その養成施設は
平成15年４月現在，定員1,865名が確保され
ている。
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（３）国立専門機関等の活用
国立身体障害者リハビリテーションセン
ター学院において，身体に障害のある人の
リハビリテーション・福祉に従事する専門
職員の養成及び現に従事している各種専門
職の技術の向上を目的とした研修として，
５課程の専門職員養成，20コースの知識・
技術向上のための研修を実施している。
情報の保障やコミュニケーションの支援
を必要とする視覚障害のある人，聴覚障害
のある人の社会参加を進める上で専門職の
養成・確保が重要な課題であることから，
視覚障害のある人の生活訓練を専門とする
技術者を養成する視覚障害学科，聴覚障害
のある人の手話通訳を専門とする手話通訳
士を養成する手話通訳学科を設けているほ
か，現任者の技術等の向上のための，視覚
障害生活支援研修会，手話通訳士専門研修
会も実施している。
また，保健・医療に携わる専門職につい
ては，言語聴覚学科，義肢装具学科により
養成が行われているほか，音声言語機能等
判定医師研修会，身体障害者福祉法第15条
指定医師研修会，義肢装具士研修会，作業
療法士研修会，リハビリテーション心理職

第２節

保健・医療施策
1 障害の原因となる疾病等の予防・
治療
（１）障害の原因となる疾病等の予防・早期
発見
ア 健康診査
障害の予防，早期発見のために，妊産婦，
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ウ 生活習慣病の予防
乳幼児を対象とした健康診査，訪問指導な
健康寿命の更なる延伸，生活の質の向上
どの母子保健施策を行っている。
を実現し，元気で明るい高齢社会を築くた
健康診査は，疾病の危険（リスク）の早
めには，疾病の早期発見や治療に加えて，
期発見による疾病等の発生予防，疾病や異
若いうちから生活習慣の見直しなどを通じ
常の早期発見の機会として重要であり，必
積極的に健康を増進し，疾病の発症や進行
要に応じて保健指導に結び付ける機会でも
を予防する「一次予防」に重点を置いた対
ある。
策の推進が急務である。このため，平成12
１歳６か月児及び３歳児健康診査は，幼
年３月には，栄養・食生活，身体活動・運
児期において，身体発育及び精神発達の面
動，糖尿病，循環器病等について具体的な
から最も重要な時期である１歳６か月児及
目標を設定し，疾病予防・健康増進を推進
び３歳児のすべてに対し，総合的な健康診
するための「21世紀における国民健康づく
査を実施するものであり，その結果に基づ
り運動（健康日本21）」を策定し，また，
いて適当な指導を行っている。
「健康日本21」を支え，健康づくりや生活習
フェニールケトン尿症等の先天性代謝異
常や先天性甲状腺機能低下症（クレチン症） 慣病予防を一層積極的に推進していくため
の法的基盤として健康増進法を平成15年５
などは，早期に発見し，早期に治療するこ
月に施行した。
とによって，知的障害などを予防すること
今後，健康増進法等に基づき，一次予防
ができるため，新生児を対象とした検査が
を中心とした国民の健康増進施策を推進す
実施されている。
難聴等の聴覚障害の早期発見を図るため， ることとしている。
新生児に対して試行的に聴覚検査などが実
（２）障害の原因となる疾病等の治療
施されている。
妊娠・分娩時の突発的な緊急状態に対応
学校においては，毎学年定期に児童生徒
するため，周産期医療の確保が重要となっ
の健康診断を行っており，疾病の早期治療
ている。このため，新生児集中治療管理室
や早期発見に役立っている。
（ N I C U ）， 母 体 ・ 胎 児 集 中 治 療 管 理 室
（MFICU）の整備や医療機関からMFICUへ
イ 保健指導
の搬送を円滑に行うための医師及び看護師
妊産婦や新生児・未熟児等に対して，障
害を予防し，健康の保持増進を図るために， が同乗できるドクターカーの整備補助が行
われている。
家庭訪問等の個別指導による保健指導が行
都道府県においては，総合周産期母子医
われている。
療センターを中核とする周産期医療システ
身体の機能に障害のある児童又は機能障
ムを整備して，必要な情報を収集するとと
害を招来する児童を早期に発見し，療育の
もに，医療施設等に対する情報提供・相談
指導等を実施するため，保健所を中心とし
等を行っている。
て早期に適切な治療上の指導を行い，その
国立病院・療養所では，小児医療，母
障害の治癒又は軽減に努めている。身体に
性・父性医療及び関連・境界領域を包括す
障害のある児童については，障害の状態及
る医療（成育医療）を国の医療政策として
び療育の状況を随時把握し，その状況に応
担うべき医療（政策医療）と位置付け，国
じて適切な福祉の措置を行っている。
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した「学校安全教育指導者研修会」
（独立行
政法人教員研修センターが実施。心肺蘇生
法の講義や実習等を含む）を開催し，指導
者の資質の向上を図っている。また，平成
12年度から高等学校を中心とした地域を指
定し，自転車・二輪車などに関する交通安
全の指導内容・方法等について，実践的な
調査研究を行う交通安全教育実践地域事業
を実施している。
平成14年度においては，学校での事件・
事故等が問題になっている近年の状況を重
く受け止め，学校安全及び心のケアの充実
に総合的に取り組む「子ども安心プロジェ
クト」を実施している。この一環として，
地域との連携を重視した学校安全に関する
モデル地域を指定し実践的な調査研究を実
施するとともに，学校等において不審者侵
入などの事態が起きた場合の具体的な対応
の仕方の参考となるよう，共通的な留意事
項をまとめた「学校への不審者侵入時の危
機管理マニュアル」を作成した。
学校での事件・事故が大きな問題となっ
ている近年の状況を重く受け止め，平成15
年度も引き続き，学校安全の充実に総合的
に取り組む「子ども安心プロジェクト」を
実施しており，
「学校の安全管理に関する取
組事例集」の作成や「学校施設整備指針」
における防犯対策関係規定の充実などの対策
を講じている。より具体的な学校における安
全対策を推進するため，平成16年１月20日に
は，
「学校安全緊急アピール」を発表した。

立成育医療センターを中心として成育医療
の機能を有する他の国立病院・療養所との
間で診療，臨床研究，教育研修，情報発信
の全国的な政策医療ネットワークを構築し，
周産期医療を含めた医療体制の充実を図る
こととしている。
国立大学附属病院における周産期医療体
制の充実を図るため，周産母子センターの
整備を進めている。
原因不明で，治療方法が確立していない
いわゆる難病のうち，治療がきわめて困難
であり，かつ，医療費が高額であると厚生
労働省が認めた45疾患については，特定疾
患治療研究事業（難病の医療費公費負担制
度）において，医療費の自己負担分につい
て公費負担が行われている。平成14年８月
の厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委
員会中間報告「今後の難病対策の在り方に
ついて」等を踏まえ，平成15年度に，見直
しを行った。具体的には，他の難治性疾患
や障害者医療との公平性も踏まえ，所得と
治療状況に応じた段階的な患者一部負担へ
変更するとともに，低所得者（患者の生計
中心者の所得状況が市町村民税非課税の場
合）については，全額公費負担とするなど
の変更を行った。
（３）正しい知識の普及
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ア 学校安全の充実
学校においては，児童生徒等が自他の生命
を尊重し，日常生活全般における安全に必要
な事柄を実践的に理解し，安全な生活ができ
るような態度や能力を養うことが大切であ
る。このため，教科「体育」や「保健体育」
，
道徳及び特別活動を中心に，学校教育活動全
体を通じて安全教育を行っている。
文部科学省では，安全教育の充実を図る
ため，小・中・高等学校の教員等を対象と

イ 労働災害防止対策
我が国の労働災害の発生件数は，死傷者
数は長期的に減少傾向で推移している。死
亡者数については，平成14年は1,658名とな
り，５年連続で2,000人を下回り，前年と比
べ132人の減少となっている。
今後における労働災害防止対策としては，
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まず，安全管理体制の確立，安全管理の計
画的推進，安全に係る事前評価の充実，機
械設備の安全化の促進，生産活動と一体と
なった安全管理活動の促進，適正な作業方
法の確立，安全衛生教育の徹底等の基本的
対策を見直し，これらの効果的な推進を図
る必要がある。

2 障害に対する適切な保健・医療サ
ービスの充実
（１）障害の早期発見
我が国の母子保健における取組の成果や
課題を整理し，21世紀の母子保健の取組の
方向性を示し，国民をはじめ各自治体・関
係団体等で推進する国民運動計画である
「健やか親子21」の推進等により，妊産婦，
新生児及び乳幼児の健康診査の適切な実施
及びこれらの機会の活用を図り，障害の早
期発見に努めている。
（２）障害に対する医療・医学的リハビリ
テーション
ア 医療・リハビリテーション医療の提供
障害のある人のための医療・リハビリテ
ーション医療の充実は，障害の軽減を図り，
障害のある人の自立を促進するために不可
欠である。
このため，国立医療機関を含め各種医療
機関における医療・リハビリテーション医
療の充実の観点から，国立病院・療養所で
は，進行性筋ジストロフィー，重症心身障
害を国の医療政策として担うべき医療（政
策医療）と位置付け，重症心身障害児（者）
については79施設8,000床，進行性筋ジスト
ロフィー児（者）については27施設2,500床
の病床において入院治療等を行うとともに，
国立精神・神経センターを頂点とする診療，
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臨床研究，教育研修，情報発信の全国的な
政策医療ネットワークを計画的に構築して
いる。国立大学附属病院においては，リハ
ビリテーション部等の整備を行っている。
身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づ
き，更生医療及び育成医療（身体障害を軽減
又は除去するための医療）を給付している。
医療保険においても，医学の進歩ととも
に常に新しい医療が診療報酬に取り込まれ
ており，例えば平成６年４月からは，人工
内耳の埋込手術が，また平成10年４月から
は，在宅における人工透析が診療報酬に取
り入れられている。
平成６年の医療保険制度の改正において，
在宅医療を推進するため，かかりつけ医師
による往診や在宅人工呼吸器指導管理等在
宅医療に係る診療報酬を改善するとともに，
訪問看護ステーションによる訪問看護事業
の対象を重度障害者等に拡大している。
歩行困難等のために身体障害者更生相談
所が実施する巡回相談に参加することが困
難な在宅の重度身体障害者に対しては，
「在
宅重度身体障害者訪問診査」を市町村にお
いて実施しており，訪問診査においては，
全身の状態を診断するとともに，リハビリ
テーション器具等の利用に関する助言や各
種医療制度に関する指導，補装具の給付等
を行っている。
イ 医療的リハビリテーションの確保
国立身体障害者リハビリテーションセン
ター病院では，開設当初から身体障害者及
びその恐れのある者に対する医学的リハビ
リテーションの臨床・研究活動を行ってお
り，診療部（一般診療科，特殊外来）
，第一
機能回復訓練部（肢体不自由リハ部門）
，第
二機能回復訓練部（言語・聴覚障害リハ部
門）
，第三機能回復訓練部（視覚障害リハ部
門）を設け，各障害に対応した機能回復訓
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●図表1-29 高次脳機能障害支援モデル事業
〈訓練・支援プログラムや既存の各種制度を
活用したサービス提供の試行的実践〉

〈全国高次脳機能障害支援拠点センター〉

地方自治体

国立身体障害者
リハビリテーションセンター
病

院

支援対策整備推進委員会
支援拠点機関

身障施設

¡支援の中心となり継続的な支援を行う
「支援コーディネーター」を配置
¡モデル事業の総括
¡リハビリテーション・生活支援事業
¡情報収集・提供事業
¡普及啓発事業（シンポジウム）

地
方
拠
点
病
院
等
連
絡
協
議
会
の
開
催

事
例
収
集
・
分
析
・
評
価

市町村
関 係
機 関

社会福祉施 医療機関
設・在宅サ
ービス

ハローワーク・
障害者職業セ
ンター

〔目標〕全国に普及可能な支援体制の確立
資料：厚生労働省
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な「診断評価基準」，
「訓練プログラム」及
び「社会復帰・生活・介護支援プログラム」
を作成し，支援体制の確立を図ることを目
的とした「高次脳機能障害支援モデル事業」
に取り組んでいる。
行刑施設においては，医療刑務所等にリ
ハビリテーション機器を整備し，受刑者の
うち，運動機能に障害を有する者や長期療
養等で運動機能が低下した者に対して，機
能回復訓練を行っている。

練を行うとともに，早期退院・社会復帰に
向けた医療相談活動及び心理支援活動を行
っている。
また，脳血管障害や交通事故等による脳
損傷を受けた者の中には，記憶障害，判
断・遂行障害，認知障害など生活機能に著
しい支障をきたす者がおり，このような機
能障害は外見からは分かりにくく障害のあ
る人として社会的認知が得られにくいこと
から，平成13年度から，地方拠点病院等と
連携し，症例の集積と分析を通じ，標準的
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（３）障害者に対する保健サービス
児童相談所では，障害相談にも応じてお
り，その種類は肢体不自由相談をはじめ，
視聴覚障害相談，言語発達障害等相談，重
症心身障害相談，知的障害相談，自閉症相
談に及んでいる。また，特別児童扶養手当
に係る判定事務や療育手帳に係る判定事務
についても行っている。
平成10年度からは，入院治療が必要にな
った重症難病患者に対する入院施設の確保
及び受入れ体制の整備が円滑に行われるよ
う，難病医療拠点・協力病院の確保，在宅
患者に対する支援の強化など，保健医療福
祉サービスの提供を推進している。

（４）保健・医療サービス等に対する適切
な情報提供
難病患者への情報提供については，これ
まで難病情報センターによりインターネッ
トを活用した最新の医学・医療情報等を提
供しており，難病患者の持つ様々なニーズ
に対応したきめ細やかな相談支援体制が行
われるよう，平成15年度からは難病相談・
支援センター事業を創設し，都道府県ごと
の保健・健康サービスの拠点となるよう順
次整備を進めている。

3 精神保健・医療施策の推進
（１）心の健康づくり
うつ病は，
だれもがかかりうる病気であり，

うつ病を疑うサイン
〈うつ病を疑うサイン−自分が気づく変化〉 〈うつ病を疑うサイン−周囲が気づく変化〉
１．悲しい，憂うつな気分，沈んだ気分
２．何事にも興味がわかず，楽しくない
３．疲れやすく，元気がない（だるい）
４．気力，意欲，集中力の低下を自覚す
る（おっくう，何もする気がしない）
５．寢つきが悪くて，朝早く目がさめる
６．食欲がなくなる
７．人に会いたくなくなる
８．夕方より朝方の方が気分，体調が悪い
９．心配事が頭から離れず，考えが堂々
めぐりする
10．失敗や悲しみ，失望から立ち直れな

１．以前と比べて表情が暗く，元気が
ない
２．体調不良の訴え（身体の痛みや倦
怠感）が多くなる
３．仕事や家事の能率が低下，ミスが
増える
４．周囲との交流を避けるようになる
５．遅刻，早退，欠勤（欠席）が増加
する
６．趣味やスポーツ，外出をしなくな
る
７．飲酒量が増える など

い
11．自分を責め，自分は価値がないと感
じる

など
出典：平成16年１月「地域におけるうつ対策検討会」報告書
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ア 地域精神保健施策の推進
精神保健福祉施策については，精神に障
害のある人の人権に配慮した適正な医療及
び保護の実施，精神に障害のある人の社会
復帰の促進，国民の精神的健康の保持・増
進を図るための地域精神保健施策の一層の
推進を図っている。
平成14年６月末現在，我が国の精神病院
数は1,664か所，その病床数は約35万床とな
っており，全病院の病床数の約２割を占め
ている。また，精神病院の入院患者数は約
33万人であり，このうち，約21万人が任意
入院，約11万3,000人が医療保護入院，約
2,800人が措置入院となっており，措置入院
による入院者については，公費による医療
費負担制度を設けている。
平成13年度の精神医療費は約１兆7,209億
円であり，国民医療費全体の約５％を占め
ているが，このうち入院医療費が約１兆
3,089億円，外来医療費が約4,120億円となっ
ている。
外来医療については，約73万人を対象と
して通院医療費の公費負担制度を設けてお
り，在宅の精神に障害のある人の生活指導

早期発見・早期治療が可能であるにもかか
わらず，本人や周囲の者からも気づかれに
くく，その対策の必要性が指摘されている。
このため，平成16年１月「地域におけるう
つ対策検討会」において，住民がうつ病を
知り，うつ病に気づき，適切に対応できる
ように，保健医療従事者等がサポートする
ためのマニュアルを取りまとめたところで
あり，今後これを周知することとしている。
思春期におけるいわゆるひきこもり，不
登校，家庭内暴力など，心の問題が社会問
題化している。また，災害等の心的外傷体
験により生じるPTSD（心的外傷ストレス
障害）は，長期間の療養期間を要するもの
として，非常に注目されている。これらに
対応するため，専門家の養成研修等を行い，
精神保健福祉センター，病院，児童相談所，
学校等で児童思春期やPTSDの専門相談等
を取り入れている。また，関係機関と連携
して児童思春期問題に取り組んでいる都道
府県等を選定し，ケースマネジメントに関
するモデル事業を実施している。
（２）精神疾患の早期発見・治療

●図表1-30 精神科医療費構成
一般診察医療費
（244,133億円）

精神科医療費
（17,209億円）
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入院
47.3％（115,585億円）

入院
76.1％（13,089億円）

入院外
52.7％（128,548億円）

入院外 23.9％
（4,120億円）

（注）１

一般診療医療費，精神科医療費については，平成13年度国民医療費によるほか，薬局調剤医療費，入院費
食事療養費等を含まない。
２ 精神科医療費については，「精神及び行動の障害」に係るもの（精神遅滞を含み，てんかん，アルツハイ
マー病は含まない）。
資料：厚生労働省
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等を行う精神科デイケア事業及び精神科ナ
イトケア事業等を実施している。
地域精神保健施策については，地域の保
健所や都道府県の精神保健福祉センターを
中心に取り組んでいる。保健所においては，
精神保健福祉センターや医療機関，社会復
帰施設等との連携の下に，精神保健福祉相
談員による精神保健福祉相談，保健師によ
る訪問指導を実施している。
精神保健福祉センターにおいては，精神
保健福祉に関する相談指導や技術援助，知
識の普及等の業務を行っているほか，アル
コール関連問題に関する相談指導，思春期
精神保健対策，心の健康づくり，性に関す
る相談等の事業を実施している。さらに，
平成14年度からは，精神医療審査会の事務，
通院医療費の公費負担の判定及び精神障害
者保健福祉手帳の判定を行っている。
平成７年度には，
「精神保健法」を改正し，
精神に障害のある人の社会復帰施策の充実，
より良い精神医療の確保，地域精神保健福
祉施策の充実等を行うとともに，公費負担
医療の公費優先の仕組みを保険優先の仕組
みに改め，法律名を「精神保健及び精神障
害者福祉に関する法律」とした。
精神に障害のある人の人権に配慮した適
正な医療の確保，緊急に入院が必要となる
精神に障害のある人に係る移送の法定化，
保護者が負担する義務の軽減及び精神に障
害のある人の保健福祉施策の充実を図るた
め，平成11年６月４日に「精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律等の一部を改正
する法律」が公布された。この改正では，
医療保護入院の対象者を精神に障害のある
人のため本人の同意に基づいた入院を行う
状態にない者として明確化したほか，緊急
に入院が必要となる精神に障害のある人に
係る移送の法定化，保護者の自傷他害防止
監督義務の規定の削除等を行うとともに，
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精神保健福祉センターに通院医療費の公費
負担や精神障害者保健福祉手帳の申請に係
る判定のうち専門的な知識及び技術を必要
とするもの，及び精神医療審査会の事務を
行わせるなど，その機能を拡充した。
夜間や土日曜でも安心して精神科の救急
医療が受けられるよう精神科救急医療体制
整備事業を実施している。
厚生労働省の精神保健福祉対策本部の中
間報告を受けて設置された精神病床等に関
する検討会においては，患者の病態に応じ
た精神病床の機能分化の在り方や，受入れ
条件が整えば退院可能な患者への対応等に
ついての議論を進めており，今後は，良質
な医療を効率的に提供し，退院を促進する
体制づくりや精神病床の基準病床数の算定
式等について，具体的に検討することとし
ている。
イ 重大な他害行為を行った者に対する適
切な医療の確保
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行
った者に対し，その適切な処遇を決定する
ための手続等を定めることにより，継続的
かつ適切な医療の実施を確保するとともに，
そのために必要な観察及び指導を行うこと
によって，その病状の改善とこれに伴う同
様の行為の再発の防止を図り，対象者の社
会復帰を促進するため，
「心神喪失等の状態
で重大な他害行為を行った者の医療及び観
察等に関する法律案」が平成14年３月に国
会に提出され，国会における審議において
一部修正の上，平成15年７月に成立した。

4 研究開発の推進
障害の予防や根本的治療法等を確立する
ため，これまで障害の原因，予防，早期発
見，治療及び療育に関する研究が行われて

第
４
章
日
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きた。これは，障害児施策の基本である障
害の予防や早期治療を確立し，有機的かつ
総合的に施策を推進させるための基礎とな
るものである。この研究の成果を踏まえ，
１歳６か月児健康診査，３歳児健康診査，
先天性代謝異常等検査，新生児聴覚検査，
周産期医療対策事業等が実施されている。
国立身体障害者リハビリテーションセン
ター研究所では，「身体障害者の自立と社
会参加ならびにQOLの向上」を目的とし
た，医学・工学・ 社会学・心理学等の学
際的取組により，リハビリテーション支援
技術，社会システム及び身体に障害のある
人の健康維持・増進に関する研究を行うと
ともに，厚生労働科学研究として，「障害
保健福祉総合研究事業」，
「感覚器障害研究
事業」，
「こころの健康科学研究事業」など
を行っている。
いわゆる難病のうち，症例数が少なく，
原因が不明で治療方法も確立しておらず，
かつ，生活面への長期にわたる支障がある
特定の疾患については，厚生労働省におい
て，研究班を設置し，特定疾患治療研究と
連携しつつ，原因の究明，治療方法の確立
に向けた研究が行われている。平成15年度
からは厚生労働科学研究難治性疾患克服研
究として再編し，大型プロジェクト研究の
実施等により難治性疾患の画期的な診断法
及び治療法の研究開発を目指した研究を一
層推進することとしている。

5 専門職種の養成・確保
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するなどのほか，整形外科学，内科学等の
授業科目の中でリハビリテーションに関す
る内容も含める等の充実を図っている。卒
後教育においては，平成16年度から必修化
される新たな医師臨床研修制度において，
研修医が達成すべき「臨床研修の到達目標」
として，保健・医療・福祉の各方面に配慮
しつつ，診療計画を作成し，評価するため
にQOL（Quality of Life）を考慮に入れた
総合的な管理計画（リハビリテーション，
社会復帰，在宅医療，介護を含む）へ参画
することを掲げ，また，経験が求められる
疾患・病態として，一般的な診療において，
頻繁にかかわる心身の障害（痴呆性疾患・
慢性関節リュウマチなど）を定めるなど，
資質の向上のための方策を講じている。
（2）看護職員
看護師を含めた看護職員については，卒
前教育から，基礎看護学，在宅看護論，成
人看護学，老年看護学，精神看護学等の教
育課程において，リハビリテーション等の
障害のある人に対する支援等を含めた，
様々な場面や対象者に対応できる，資質の
高い看護職員の養成に努めている。また，
ケアを必要とする対象には，保健医療サー
ビスのみではなく福祉サービス等も必要で
あり，看護と福祉の連携の観点からケアマ
ネジメントができる能力が重要であり，そ
のための教育を重視しているところであ
る。なお，看護職員の就業者数は，現在の
ところ看護職員需給見通しに沿って順調に
推移している。

（1）医師
医師については，卒前・卒後の教育の中
でリハビリテーションに関する教育の充実
を図っている。卒前教育としては，各医科
大学（医学部）において，リハビリテーシ
ョンに関する講座の設置や授業科目を開設
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