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≪てんかん・重度障がいの人たちの地域生活支援を考える≫ 

        ≪てんかん・重度障がいのある人の福祉・医療の連携≫ 

NPO法人地域生活を考えよーかい  

有限会社しぇあーど 李 国本 修慈 

米子のみなさん、というか鳥取のみなさん、おはようございます。 

兵庫県伊丹市という処からやってきました李国本修慈と申します。朝から暫くの時間、

どうぞ宜しくお願い致します。 

テーマが「てんかん・重度障がいの人たちの地域生活支援を考える」「てんかん・重度障

がいのある人の福祉・医療の連携」という聞き慣れた話題（課題）でありながら、なんと

も難しい中身ですが、みなさんと楽しく考えていければと思っています。 

さて、今回お話しの中に盛り込めきらないコト等を以下に記したいと思います。 

私たち、2 つの法人で「地域生活支援」という活動及び事業を行っています。「有限会社

しぇあーど」で収益事業（制度に依るサービス等）を行い、それ以外のコトを「NPO法人

地域生活を考えよーかい」で行っています。 

具体的には、「有限会社しぇあーど」で「居宅介護（重度訪問介護・行動援護・同行援護

を含む）」、「短期入所」、「特定指定相談支援」、「日中一時支援」、「移動支援」、「訪問看護ス

テーション」を運営・実施し、「NPO法人地域生活を考えよーかい」で「自費サービス（1,000

円でなんでもしますというカタチ）」、「移送サービス」、イベント・フォーラム開催、研究

事業等を行っています。 

現在の形になる経緯としては、1990年代の福祉基礎構造改革が謳われ始めた頃に「全身

性介護人派遣制度」や「身体・知的障害者ガイドヘルパー制度」等を利用して障害者とい

われる方々の外出支援活動等をしていたことに始まります。 

その後、準備期間を経て、2000年の 9月に尼崎市南武庫之荘という場所に「地域共生ス

ペースぷりぱ」（後に NPO法人化、現在は社会福祉法人）を有志 3名で立ち上げました。    

その際に今も続く「自費サービス」＝「1時間 1,000円で」という形式で 24時間 365日

というカタチで「生活支援」という活動を始めました。活動を開始して 2 年程で、利用登

録者及び利用登録希望（待機）者の数が 300 名程となりました。利用者さんの範囲は限定

しませんでしたので様々な方のご利用がありました。 

当時も「大変」と思わされる暮らしを強いられている方々に「医療ニーズが高い」とさ

れる「気管切開」だとか「径管栄養」といわれるケアが必要な方々がいらっしゃり、そう

いった方々と関わりながら、それらの行為を「日常的な生活援助行為」として捉えてきた

ことにより、現在の阪神間辺りに根付く「医療的ケア」に対する考え方（関係性を重視し

た中での一連の援助行為として捉え実施する）が自然と出来上がってきたのかと思われま

す。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、2003年の支援制度施行年 4月に伊丹市にも同様な生活支援拠点をということで

「有限会社しぇあーど」を立ち上げました。それまでの 1 時間 1,000 円というカタチが 4

倍（当時から 1日に 5件程の入浴介助を行っていましたので）になるということですから、

24 時間でやるとしっかり「収益」となり、その年にはマンションの一室を借り上げ（それ

までは小さな事務部屋で始めましたので）、翌年には「CB（コミュニティビジネス）離陸応

援事業（震災復興事業）」の助成も得て店舗を改装し「宿泊もできる活動拠点」としました。 

現在、利用者数は 180 名ほど、半数が市外（尼崎市・西宮市の阪神南圏域＝両市で人口

94 万人、宝塚市・川西市・猪名川町の阪神北圏域＝3 市で人口 41 万人、伊丹市の人口は

197,481人/平成 24年 11月 1日現在）の方で、同じく約半数の方が肢体不自由といわれる

方々（重症心身障害等といわれる方々）です。医療ニーズが高いとされる方々も今年度か

らの医療的ケア一部法制化に伴う集計によると 69名の方がいらっしゃり、人口呼吸器ユー

ザーといわれる方々も 20名以上いらっしゃいます。 

スタッフは、看護師、介護福祉士、ヘルパー2 級等の資格者及び事務スタッフの常勤が

21名、非常勤が 25名程度となっています。 

法人の拠点は敷地面積が 374㎡(約 113坪)の 2階建、2010年 9月に新築しています。建

設費は自己資金 1,500万円と融資金 6,000万円、土地は 30年の定期借地として契約してい

ます。 

昨年度(2011 年)の「しぇあーど」の事業費が約 1 億 7 千万円(ひと月の事業費が約 1,400

万円)、1日あたりの利用件数が約 60件を超えています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 しぇあーどの取り組みですが、その原点は「ぷりぱ」開設当初と変わらず、「地域」で、

「共に暮らしていく(共生)」ということで、「ぷりぱ」の「ぷり」は「根っこ」という意味

で、「ぱ」は「派」＝「仲間」というような意味です。また、「しぇあーど」の意味は、「シ

ェア」＝「分ける」から「分かち合う」ということで、そのことを理念にこれまでの活動

を行ってきました。 

 しぇあーどの特徴を幾つか挙げるとすると、ひとつは「日中活動」の事業は行っていな

いということかと思います。これは、「ぷりぱ」開設の動機が「日中活動(定められたと言っ

てもいいのかも知れません)以外の時間帯を支援する、要するに隙間を埋めることに主眼を

置いたことの流れであるのかと思います(特にこだわっている訳ではなく、近く日中の活動

場所＝事業も行うことになっていくものかとも思います)。 

 日中活動としての事業は行っていませんが、日中にもしぇあーど・考えよーかいは慌し

く活動しているのですが、その対象となる方々は、「日中活動の場に行けない、あるいは行

き難い人」ということになります。 

 そういった方々はどんな方かというと、多くの方が、なにがしらかの理由によって「行

けない」「行き難い」とされ、その理由の多くに「医療ニーズの高い」「障害の重い」こと

等が挙げられる方々です。おそらくそういった方々に「できる限り」で応えてきたことも、

ひとつの特徴であるのかと思います。 

 また 2003年の開設当初から「訪問看護」を事業としてスタートさせていることも特徴の

ひとつと言えるのかと思うのとともに、その際の「訪問看護」は、「医療的ケア」を行う(あ

るいは補う)ということが目的ではなく、ひとつは、ご本人さんの医療面も含めた包括的な



関わりを担うということ、もうひとつは「しぇあーど」という法人組織の中(及び地域の中)

で、非医療職者といわれる支援者に対する後ろ支え(バックアップ)的な役割を担うというこ

とでやってきました。 

 そのことによって「医療的ケア」を医療職者のみで担うのではなく、「生活援助行為」と

いうよりも、「極自然な関わり」として、非医療職者も「医療的ケア」を行ってきたという

ことで、そのことは、2000年の「ぷりぱ」開設時から存在していたということです。 

 また、肥大化してきた法人組織ではありますが、できるだけ地域に社会資源の創出をと

いう考えから、中間支援としての役割も行ってきたこともひとつの特徴と言えるかと思い

ます。これまでに伊丹市、尼崎市、宝塚市に 5 つの法人の設立、その他設立準備の 3 つの

法人に、現在関わらせていただいています。 

 そして、この数年(2009 年頃から)では、研究事業等を行いながら、新たな(?)ネットワー

クづくりに力を入れているところです。 

 以下、「地域生活を考えよーかい」のサイトとこれまでの研究等のURLです。 

 地域生活を考えよーかい http://www.kangaeyo-kai.net/ 

 平成 22年度障害者総合福祉推進事業  

医療ニーズの高い障害者等への支援策に関する調査報告書 

http://www.kangaeyo-kai.net/chiiki/chi110514.html 

 2009年度 誰もが暮らせる地域づくり事業 報告書 (福祉医療機構からの助成事業) 

 http://www.kangaeyo-kai.net/chiiki/chi100626.html 

 2011年度しぇあーど決算書 

 http://www.kangaeyo-kai.net/kanngaeyokai/kan120516.pdf 

 勇美記念財団在宅医療研究助成申請書 研究協力者みなさまへ 

 http://www.kangaeyo-kai.net/chiiki/chi120807_1.html 
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あいサポートとっとり

　　　　　　　　フォーラム13
【つなぐをテーマに　お正月はとっとりで!】

≪てんかん・重度障がいの人たちの地域生活支援を考える≫

≪てんかん・重度障がいのある人の福祉・医療の連携≫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NPO法人地域生活を考えよーかい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有限会社しぇあーど　李　国本　修慈

NICUから退院され、一歳の時に転居した先の自治
体に「支援」を求めた際に、「一歳児の子どもは母親
が育てるのが当然」等と言われたり・・・。途方に暮
れるお母さんとご本人さんへの支援を繋いだのは
「行政」というサービス提供者ではなく、民間の活動
団体のネットワークだったり・・・。彼（お子さん）とひ
と目でも会えば、「支援」が必要なことは明確なんで
しょうが。「つなぐ」ってどういうことでしょうか?。しか
し、そんなことよりも、成長していく彼。転居して間も
なく、半年経って、ようやく外へ遊びに行ける様にな
りました。超重症児等といわれる彼。当たり前に支
援者等という人との関係性を築くのにも時間が必要
です。それでもしっかり人と繋がり、楽しく暮らしてい
らっしゃいます。そして、人と繋がれば、外へ出て行
けば、どんどん変わります、成長します。本当に、ど
んな理由があろうとも、彼らが望む暮らしが妨げら
れてはいけません。「つなぐ」ってどういうことですか?
と。
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ものの見事に地域移行を果たしちっゃた彼^-^

特定の生活様式を強いられていた（と言え
ると思います）彼ですが、自らの様態の変化
によって、その場にすら「居られなくなる」と
いうこともあったりで・・・。西宮市あたりで
すと、その際にも支援者というか、「一緒に
居たい者」が集まって、なんとかどーにかなっ
たりもしますが、連携だとか、ネットワークっ
て、どうなんでしょうか?。
更には、「どこで誰と暮らす」なんてことが、
未だに妨げられまくっているように思えてな
りませんね。

成人式の案内を受
け取り、戸惑う母
親。不安の先は、
ふたつあって、ひ
とつは「重度障害」
と言われるが故の
外出だとかの大変
さ。もうひとつは、
それ以上に悩める
「再会の際」の周
辺みなさんの反応
だったりで・・・。

それでも、参加の有
無は誰が決めるの?っ
て、当たり前に啓太
くんが決める。だけ
ども啓太くんは遷延
性意識障害なんて言
われてしまう青年
で・・・。だけども、会
場でお会いした同級
生みなさん、誰も「遷
延性の・・・」だとか
「気管切開の・・・」な
んて言わず、当たり
前に「けいた～っ!」と
言いつつ寄って来ま
す。
やっぱり、彼らを離し
たらあかんというこ
と、かと。
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　その際にも再三の夜間の呼吸停止(大袈裟で
すが本当です)だとか、夜通しの手動人工呼吸
介助etc。

　2010年に度重なる誤嚥性肺炎の後、気管切
開(喉頭離断)後、住み慣れた場所での暮らしを
と、周辺みんなで支援し始め・・・たのもつかの間、
2011年のお正月は病院暮らしT-T・・・。

　改めての仕切りなおし後、5月15日に心肺停
止。だけども、そこから復活、更に強固(気持ち
だけは^-^…)な支援プロジェクトによって、夏か

ら１人暮らしにむけて、みんなでヨイショ!と。

　そーして2011年12月5日に新居に引越
しっ!!。楽しい年末年始(特に周辺者が)を過
ごしました^o^;;。
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とあるエピソード
生後9ヶ月の女の子です

とある研究者が調査対象に
とかける言葉が、
「超重症児の…」と

母の言葉

「次から次と顔も知らない
（白衣の）人たちが…」
と、メールでSOS

「いっぱい泣いたけど、今日
からは笑顔で…」

「みなさんに心配かけて、す
いません…」

福祉・医療の連携?って??。専
門性だとか機能性だとかを高め
たり集めたり、ネットワークって誰
のため?だとか。少なくとも、ま
ずは「たわいない」とされる言葉
やカタチや立ち位置等で、多く
の方々が、医療だとか福祉だと
か教育だとかの連携を!!と称す
る専門職といわれる方々から傷
つけられてきています。そんな
ことに気付いた上で、先ずは自
らに矢印を・・・と私は思います。

13トリソミーの…なんて言われちゃう。。。

なんとかトリソミーだとか難病だとかで、「命の限り」を決
められてきた方々・・・。だけども、そんな医療の常識を超
えて生き抜いていく人たち。大きく傷つけられてきた医療
や福祉という立ち位置からの連携という言葉の威圧感・・・
なんてことも考えたほうがいいように思います。
されども大切で重要で、なくてはならない医療だとか福
祉だとか・・・。
本当の連携だとか専門性だとかって、何処にありますか?。
そんなことを考え続けたいものです。
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この十数年、構造改革だとか、地域移行だ
とかで様々な方々の尽力があって、制度や
法律も整備され、ネットワークは強固に結
ばれ、セーフティ・ネットの網目は随分と絞
られてきたのかと思います。
だけど、未だに、そんなネットから解け落ち
たり、網目から擦り落ちたり、網にも覆われ
たり掬われたりすることもなく暮らしている
方がいらっしゃいます。
この先の3年、5年、10年、どんな将来・未
来をイメージしますか?。
大切なことを考え続けていきたいものです。

http://www.kangaeyo-kai.net/
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