
「医療的ケア」もその基本を大切にし、本格的に導入していきます 

現在私たちは、障害福祉サービス事業者として、在宅におられる障害者向けのヘルパー事務 

所を運営実施しています。この制度が始まって以来、障害者のケアの内容も、年を追うごと 

に複雑化し、 また多岐にわたってきました。 以前 身体介護や重度訪問介護におけるケアでは、 

その利用者の身体に触れての入浴介助や排泄介助・車椅子からまたは車椅子への移乗などが 

主であったものの、今もその需要は大半ではありますが、近時そのなかに医療的ケアの存在 

も大きなウエートを占めてきました。 当事業所におきましても、現在 ALS（筋萎縮性側索 

硬化症）利用者さんを含め、全利用者の７％余りの方に医療的ケアを実施しており、他に３ 

名ほどの新規申し出もあります。 

１．その「医療的ケア」って 何なんでしょう？ 

病院での（急性期の）治療としての、「医療行為」と 

は異なるという意味で介護分野では、 「医療的ケア」 

と呼ばれるのが一般的です。 

「医療的ケア」の内容は、 

① 経管栄養 → 口から食べることの出 

来ない状態や食べる機能が弱いと、 飲み込 

み時に気管に食物が入り、肺炎になる恐 

れがあり、そのためチューブを使って、 

胃や腸に食物（栄養）を安全に送る。 

② 吸引 → 唾液の飲み込みや 

痰を吐き出す力が弱いと、分泌物 

が喉にたまって息苦しくなる。そ 

れを器械で吸引して取り除く。 

③ 導尿 → 膀胱に尿が溜まりすぎると、 感染症を 

起こしやすくなり、そのためチューブを使って膀胱 

からオシッコを抜く。 

④ 酸素療法 → 呼吸機能が弱くて常に高山に登 

っているように酸素が不足し、そのため酸素ボンベ 

を使い、酸素を補う。 この４種をいいます。 

「医療的ケア」 とは本来 “生活支援行為” でもある。 

この背景には次のような、 基本的な問題があります。 

医師・看護師など医療専門職にしか許されなかった 

医療的行為のために、病院から退院できない・家庭 

に戻り地域で暮らせない方も多くおられました。状 

態がおちつき、その状態を維持するための医療的行 

為が、素人でも出来そうだと知ったら、家族からも 

退院の声が上がり、また医療制度の改変で、急性期 

治療を終えた患者を長く留めて置けなくなったこと 

なども、この問題の基本にはありそうです。 

整理すると、医療的ケアとは、 （医師の許可に 

より、医師や看護師の指導支援体制の下） 

「本人がより快適で安楽な生活がで 

きる」ために、本人或いは本人に代 

わって家族・介護者などが行うことを 

云う。専門的には、これでは済まないことも多くあ 

るが、これが必要最低限の医療的ケアとしての原点 

である。 

２．当社の「医療的ケア」への取り組み 

こういうなかで、当社も現実にかなりの方々の「医 

療的ケア」対象者に取り組んでおり、法的にも問題 

のない取り組みをする必要に迫られています。 

(1)私たちの責任 

・痰吸引その他の医療的ケア自体は、慣れたヘルパ 

ーならそれほど難しいことではない。しかし・・・ 

・これらはもともと医療と介護のグレーゾーンであ 

り、完全に介護の分野になっているものでもない。 

※従い、原則事務所が介入する分野ではないと解釈 

されている。そんなバカなと思われるが、実際利用 

者側とヘルパー個人の契約になるのです。 

・これではたまったものではない。でも 

当社ヘルパーにした社内アンケートでは、 

① 痰吸引自体はヘルパーの活動として、 

当たり前と捉えているものの、万一の危 

険について常に考えながら行動してゆく 

辛さ・しんどさがある ように読み取れる。 

② この不安感をなくすことが、事務所として求め 

られる最大課題でもある。 

まさにここがポイントになります。 

(2)現状を知るべく各種機関へのヒアリング 

・私たちは正しい「医療的ケア」の実施を目指し、 

幾つかの事業所に聴きました。その中で基本的だか 

非常に大切なこと、そして心に残ったものを、今後 

の当事務所のこの分野の参考にしたいと考えている。 

・いろいろな機関は、それぞれ自主的に研修システ 

ムを作成し、所員研修を実施している。年間３～４ 

回のペースで研修会を実施。これは利用者に「安全 

性」 与えるためには必要なことだが、 「安全性」 とは、 

(ｱ)利用者を守ることと共に(ｲ)ヘルパーを守ること 

の観点もある。 (次頁へ) 
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・ある機関は、医療的ケアは本来「医療」と密接に 

繋がっていると云われる。 

最近看護師の役割、求められる範囲が変 

わってきたとも云われる。訪問看護など 

が増えてきたのがその原因か？ 

・ヘルパーは研修を受けたからと言 

って、ＯＫとは思わない方もいる。 

それは介護職がパーソナルアシス 

タントであるからなのだろう。 

・ある事業所では、現在明らかにグレーゾーンであ 

り、ヘルパー全員にやってくださいといえるのでは 

ない。形式的にでも「私がやります」的な手上げ方 

式に頼らざるを得ないと云う。結果的には、「お願い 

するんですけどね」と胸のうちを明かされるが･･･ 

(3)ヒアリングから読み取り、当社が目指す方向 

・ヒアリングでは、前記以外にも、様々なご意見を 

頂戴した。私たちは「医療的ケア」を事業所として 

真剣に考えてゆくには、その良いところはすべて取 

り入れてゆこうと思っている。 

・特に心に残った言葉として（今後の方向の参考） 

(ｱ)「医療的ケアは利用者の安心安全生活のための 

手段であって、これ自体が目的ではない」 

私たちは医療的ケアを実施すれば、全てが解決でき 

ると考えるのは、思い上がりだという教訓をもらっ 

た気がする。 

(ｲ)「医療的ケアとは、本来医療と繋がっている」 

私たち介護職の後ろには、必ず医療機関との良い連 

携がなければならない。医療経験のある看護師など 

の指導を仰ぐことは、両者ともに安心感を与える。 

(ｳ)「事業所ひとつずつは小さくとも、多くの同一の目 

的を持った事業所が集まれば、大きな力になります」 

すでに先進的な取り組みをされている、同業他社も 

ある。私たちもそのあとを追い、他にも続く事業所 

が多くなれば、それだけ厚いケアが可能となる。 

・これらも受け ビーオブエスが目指す方向は？ 

① 各種の「医療的ケア」研修には、最低ひとりは 

参加する。ヘルパーも限定せず、誰でも基本的事項 

には対応できるようにする。 

② 「医療的ケア」 について、 利用者側と話し合い、 

そのもとに医療機関との連携を強化する・連携でき 

るように、そのシステムを企業として確立する。 

③ 従来よりも、外部看護師に来ていただき、身体 

の成り立ちや吸引の実践講習などをしたものの、今 

後は指導できる看護師を採用し、常駐しこの方面を 

いつでも指導できるシステムを確立する。 

これらは、事業所には通常の利用者さんの一般ケア 

があり、それらをこなして初めて「医療的ケア」も 

成り立つものであり、 ヘルパー全員 ・乗務員全員が、 

各々の仕事をきっちりやり遂げることから、「医療的 

ケア」にも踏み切れるものと確信します。 

今後私たちは、 「NPO 法人医療的ケアネット」などの 

ご指導も受けつつ、また関係も保ちながら、これら 

に対応してゆく予定です。 

現政権が次回の国会でこの「医療的ケア」のグレー 

ゾーン化を外すべく、法案提出に向け、過日閣議決 

定したと聴きました。 

国も目指す方向には、早く手を打ってもらいたいと 

いう感想を強く持ちます。 

ご参考：障害者分野で医療的ケアの対象者数は調べたが 

よく分からなかった。痰吸引等の必要のある、ALS（筋萎 

縮性側索硬化症） の人数は、 厚労省によると下記の通り。 

患者数 （入院・在宅含む） 全国：6,974 名 京都府：140 名 

(Ｈ16 年特定疾患医療受給者証所持者数) 

本編カットは全て「医療的ケアネットワーク」のカ 

タログから採用しています。 

（記事：塩谷隆好） 

私たちの活動にご支援・ご協賛を賜りありがとうございます 

日頃より、私たちの活動にご支援とご協力を賜りありがとうございます。 「ゆうりんの家」の運営は、多くの 

方々のご支援・ご協力により成り立っています。ここにご厚志を賜りました方々のご芳名をご紹介申し上げ、 

お礼のご報告にかえさせていただきます。また「ゆうりんの家」の会員の方々の年会費納入についても、下 

記のとおりです。まだの方もよろしくお願い申し上げます。 

なお、原稿の締切の関係で、ご芳名のご紹介が間に合わなかった方々につきましては、次号以降の紙面にて 

ご紹介させていただきます。 

（順不同・平成 22 年８月 20 日現在） 

●賛助会員納入者ご芳名 

・千幸様 

・山下 博之様 

・金丸喜世子様 

・堂出 勝也様 

・松岡 聡子様 

・入佐 道郎様 

●年会費納入者ご芳名 

・野本 慶三様 ・荒川 和也様 

・山下 博之様 ・澤井 量子様 

・本吉慎一郎様 ・金丸喜世子様 

・田 上 満様 ・西 田 靖様 

・高岡 久一様 

・新井 昌済様 

・高野 直樹様 

●その他ご協力者ご芳名 

（空き缶・ペットボトル・プルタブ 

のリサイクル活動などへのご協力） 

・西村様 

・岡本ゆかり様 

・荻 野 博様 

・鈴木 茂司様 

・カラオケスペース さくらんぼ様



障害者とのかかわりのなかで ― その２１ ― 

私と障がいを持った方々との出会いと関わりについて 

有限会社 グラン・ブルー 代表取締役 石 井 雄一郎 

私が、初めて障がいを持っておられる方々と出会ったのは小学３年生の頃、祖父の知り 

合いが経営していた兵庫県相生市日生の仏具製作所に泊まりに行った時でした。そこで 

は知的障がいの方や身体障がいの方が多く働いておられ、始めはその容姿や話し方が 

怖くて皆さんに近づけませんでした。しかし、怯えている私に皆さんが大変気を掛けて 

くださり、２日目には一緒に食事をしたり遊んだりすることが出来、帰路につく頃には 

怖がったり怯えたりした自分を大変恥ずかしく思えたのでした。 

そして、私自身の話になりますが、幼稚園児の頃、左肩から背中にかけて大やけどを 

負い、 赤紫に膨れたり皺になったりのケロイドを負っていました。 今でも火傷の痕は大きく残っていますが、 

あの宿泊体験の時私が感じた怖さや違和感という気持ちを自分自身も人から同じように感じられ見られて 

いたのだとはじめて思い、障がいを持っておられた方々に対しとても悪いことをしたという思いが残り帰路 

の電車内でひとり心の中で皆さんに詫びていました。そして、そんな思いや視線を微塵も感じさせなかった 

父や母、弟、妹、そしていつも一緒に遊んでいた友達に感謝したことを覚えています。 

そんな経験も有り、職業や容姿、人種、障がいの有無等に関係なく人を人として偏見なく見ることの出来 

る大人になりたいと考えてきました。そんな中、京都同友会に入会すると同時に障がい者問題委員会なる会 

が存在することを知り、直ぐに入会しました。この会では、障がいを持った方々の就労意欲を如何に社会に 

生かせるかという討議と実践を多くの経営者の方がしておられました。私は、企業として障がい者の方を受 

け入れる事は、今の私の会社では規模的にも業務的にも難しいと考えてきましたが委員会での学びの中で、 

仕事に人を合わすのではなく、一人一人の個性を尊重し人に合った仕事を創造するのが経営者の責任だと気 

付かされました。そして、多くの方々が就労を希望しているにも関わらず受け入れ企業が圧倒的に少ない現 

状を知り、私の会社でも何か協力できないかと思い、就労支援センターから一人の青年Ｙ君に訓練に来て頂 

くことになりました。 

私たちの会社でどんなお手伝いが出来るのかと多少の不安がありました 

が、社員の不安をよそに、Ｙ君は働くことの楽しさを私たちに全身で表して 

くれました。一生懸命に職場に慣れ、仕事を覚え働く姿に社員のみんなが目 

を見張り勇気付けて貰えました。そして働けることの有難さと楽しさを改め 

て感じることが出来ました。 

今では、Ｙ君もわが社の一員としてなくてはならない戦力となっていま 

す。そして今、私たちの会社が如何に地域の中でお役に立てるのか、どうす 

れば、垣根のない社会に向けての一歩を踏み出せるのかを考えながら日々仕 

事に励んでいます。今、社員、訓練をあわせ７名の障がいを持っておられる 

方々と共に総勢１５名で会社を運営しています。私たちの会社で出来たこと 

ならもっと多くの会社でもっと充実した就労が出来るはずです。より多くの 

人々が、共に生きがいを持って働ける地域社会となる為に、少しでも力にな 

れればと思いながら社員一同これからも全力で頑張ってゆきます。 

前回の障害者福祉サービス事業を手掛けられた方も、今回ご寄稿いただいた石井社長も、共通するのは企 
業人になって障害分野と係わりをお持ちになりました。その背景にはいろいろあるでしょうが、経営者と 
なって障害者と向き合う経営をされている方々に、私はそのバイタリティーや芯の強さを感じずにはおれ 
ません。小さな民間企業が、障害者雇用をするには、種々の問題も多くあります。 昔 ある方が相反する 
行為が同居していると語りましたが、それには？？？とも感じますが、そう云えなくもない事実もありま 
す。その根源は中小企業には余剰人員は存在し得ないということ・その採用には、個性も尊重しあい障害 
者に合った仕事を創造するということも必要だと氏の文面からも気づかされます。氏の業務は熱帯魚の販 
売やそのシステム管理、そして全面熱帯魚の水槽のある癒し系カフェ運営。さらに今春より、京野菜をふ 
んだんに織り込んだクッキーなどを製造販売する「菓子工房ぐらん・ぶるー」を開設し、障害者仲間と新 
たな夢に向かって挑戦を始めています・・・ 本文で石井社長をぜひ感じ取ってほしいな！・・・ (塩谷）



今回は前回の『龍馬を愛した女性』で登場しなかった女性を紹介します。その名は【大浦慶】。大 
河ドラマ《龍馬伝》ではあの、余貴美子さんが好演されてますなぁ。私個人的には雰囲気的にも 
鈴木京香さんにこの役をしていただきたかったと悔まれます↓。 「私は岩下志麻、僕は藤原紀香か 
松阪慶子、名取裕子、かたせ梨乃、江角マキコ…やっぱり大原麗子かなぁ…など好きな女優を 

勝手にしゃべってますが…うるさいなぁ どうでもいいやんネ！ えぇっ 大原麗子って亡くなったの？」 
企画：福祉輸送事業部 湯浅・水谷 

大浦慶（写真）は知る人ぞ知る長崎一の女傑といわれ、お茶の貿易で財を成しました。 

龍馬とのかかわりは龍馬が長崎に来てから海援隊の前身、亀山社中を立ち上げる頃になりま 

す。彼女は龍馬の七歳年上で女手一つで商売を成功させ、いわゆる“姐御肌気質”であわせ 

て居候の志士たちの世話もしていました。特に龍馬をはじめ亀山社中の若者たちを可愛がり 

あらゆる援助を惜しまなかったと言われています。 

歴史家によりますと彼女は色気たっぷりの熟女だったようで、事実かは定かではありません 

が彼女が風呂に入る時には、居候の志士を呼びつけて背中を流させたといわれています。また風呂上りの彼女 

は白縮緬の御腰だけをつけただけで素肌に紫の紗をまとった姿が美しかったらしく志士たちは 『今日こそは自 

分が慶の背中を流したいと指名を固唾を呑んで待っていた』らしいですよ。さすが“姐御肌”なんぼほど面倒 

見が良いひとなんでしょうかねぇ？ 

《 我が社にも“姐御肌”の方がいてます(笑！)。本当に頼りたくなり、思わず“姐さん！”と声かけしてし 

まうほど(笑)。みんなの相談にのり「まかしときぃ！」と云い、また呑みに誘ってくれたり(金は私の役目な 

んですが)、私たちをよく可愛がってくれます(笑)。まぁ“可愛がり”方も色々あるんですが・・・ネ(笑) 》 

冗談はさておき、大浦慶も維新後は龍馬をはじめ志士たちが長崎を去ると、彼女も寂しさにつけこまれ熊本藩 

士から詐欺に遭います。 その詐欺のおかげで莫大な手付金の保証人となり彼女が一代にして築き上げた財産も 

一瞬にして消えてしまいます。しかし 1884 年、明治政府から病床にあった慶の元に【日本茶を輸出した功績】 

を称えた功労賞と賞金が贈られました。慶が亡くなる一週間前の出来事といわれています。この思い掛けない 

表彰は元海援隊士たちの最初で最期の慶への感謝の気持ちの表れでしょうなぁ。 

おもえば、龍馬や亀山社中はじめ若い志士たちの資金援助や面倒を見ていた時が、一番輝いていた“大姐御” 

大浦慶。そして明治維新を陰で支えた大浦慶がいなければ今の日本はなかったかもしれませんね。 

「龍馬ゆかりの地」へのご案内など詳細は、ビーオブエス福祉輸送事業部へお問い合わせください。 0120-489-075 

龍  京都 馬  紀行  第四回 龍馬と大浦慶 る ざ れ ら 知 

〈MY ROOM〉⑲ 藤 木 雅 博 

（残暑見舞い） 

こんにちは。皆さん暑い中お疲れ様です。 

今年の夏は連日最高気温が 35℃を超えるような猛暑で、しかも 1 日の中で高気温の時間帯が長いように思い 

ます。なので、日が沈んでも昼間の熱が残っている状態で過ごしにくい毎日ですね。なんか 9 月を過ぎてもこ 

んな状態が続く様な気がします。皆さん水分補給等暑さ対策は充分にして欲しいと思います。まあ皆さんだけ 

じゃなく、僕ら支援する側もきちっと暑さ対策をして体調を整えておかないといけないんですけどね。 

少し前に事務所で夏風邪が蔓延して、何人かスタッフが体調を崩した事がありましたが、今は何とか大きな崩 

れも無く過ごしている状況です。でも、この夏が終わって涼しくなった頃に、疲れがドッと出てしまう様な事 

にはならないようにしたいですね。皆さんも、まだまだ残暑が続きますけども、くれぐれもお疲れが出ません 

ようにお過ごし下さい。 

（ちょっと避暑地） 

こないだ TV を観ていて、今パワースポット的なモノが流行ってるじゃないですか。その時はある山の事が放 

送されてたんですが、何か凄く涼しそうで癒される感じだったので、ある休みの日に行って来ました。 

午前中は予定が入っていたのでお昼前に出る事になったんですが、電車・ケーブルカー・山道でのバスに乗り 

継いで３時間位かな、現地に着くと、下から吹き上げる山の風が凄い気持ち良かったですね。今年、山に行っ 

たのは今回で 2 度目なんですが、この真夏の時期に山に行く事って殆ど無く、特に今年の猛暑の中でこういう 

場所に来ると実際の気温差以上に涼しさを感じた気がしましたね。（大体５～６℃位違うみたいです） 

出発した時間が遅かったので、本当に行きたかった山の中にある滝の流れるパワースポットへは、帰りのバス 

のダイヤが無かったので断念せざるを得なかったのですが、まあ、あんまり行く時間が無い中でちょっとした 

避暑地気分を味わえたので今回は取り敢えず良しとしたいと思います。



ＭＩＺＵＴＡＮＩのＲｏｎｔｅｎ ― パート２３ ― “ちょこっと振り返り。「障害者」の呼称についてもちょこっとだけ” 

「ゆうりんの家通信」で、私がコラムを書き始めて今回で２３回目となりました。当初は障害者の一人とし 

て、私自身の目線・視点で綴ってきましたが、いつまでも同じ形体で綴るのではなく、更なるステップアッ 

プのためにも、 一つのテーマに的を絞りより深く探っていくべきでは？との声もあり、 今年からは 「MIZUTANI 

の Ronten」として綴っています。これまでを振り返ると、どのようなことを綴ってきたのか一つ一つの記憶 

はあまりありませんが、毎回、タイムリーな話題や感じたこと・思いなどを私なりに綴ってきました。 

特に「MIZUTANI の Ronten」として綴り始めた過去３回を振り返ってみると… 

第 30 号 （2010.02.01 発行）では障害者定義の見直しに 

ついて考えました。 

自民党・公明党から民主党へと政権が替わり、 “政府 

が身体障害など「障害者」の定義について、抜本的 

な見直しに乗り出す。従来は個人の問題として心身 

の機能に注目する「医学モデル」だったが、社会参 

加を難しくしている社会の側の問題を重視し、必要 

な支援を把握する「社会モデル」への転換が狙い。 ” 

との報道があったことで、「障害者」って何をもって 

障害者なのか？健常者と障害者は何をもって区別さ 

れるのか？あらためて考えました。また見直しにつ 

いても、定義が変わっても何の意味もなく、障害者 

自立支援法に変わる新法も、新たな定義に即してこ 

そ意味あるものになると綴っています。 

あれから半年が経ちましたが、自立支援法に変わる 

新法のことも障害者定義の見直しについてもどうな 

っているのでしょうか？ ○○をやります！と高々 

に表明したあとのことが一向に見えてきませんよね。 

昨年夏の衆議院選挙のマニフェストも含め期待を持 

たせるだけで終わらないことを願います。 

第 31 号 （2010.04.15 発行）では障害者雇用の現状を考 

えました。 

“障害者雇用促進法が従業員 56 人以上の企業に対 

し、全従業員（常用労働者）の 1.8％にあたる人数 

の障害者を雇用することを義務付けているのに対し 

て、障害者の雇用率が大幅に下回ったままの７社の 

社名を厚生労働省が公表した”との報道から、障害 

者雇用の現状はどのようになっているのか探りまし 

た。雇用率も大事ですが、雇用されても継続して働 

けなければ意味もなく、障害者がどれだけ働き続け 

ていられるのかを示す、雇用定着率を重要視するべ 

きだと綴りました。 

障害者は働く機会・経験も少なく、働く自信がない 

という人も多いのではと思います。 私もそうでした。 

今、ビーオブエスには車椅子障害者の方が職場体験 

実習に来られています。実習をとおして働くことの 

喜びや楽しさ、また少しでも自信を持つことで、前 

向きに活かしてもらえたらと思います。また、この 

ような機会も含め障害者雇用が緩やかにでも拡がり、 

企業も障害者もより前向きになることも望みます。 

第 32 号 （2010.06.25 発行）では障害者の賃金と在宅就 

労への想いを綴りました。 

障害者の就労についてまとめた冊子を読み、障害者 

の賃金はどれくらいなのか？との疑問を持ちました。 

公表されている統計から賃金と障害年金を足しても 

サラリーマンの平均月収に遠く及ばない現実と、な 

ぜ賃金が低いのかについて綴りました。また、療養 

生活を送る重度障害者の就労のカタチとして、在宅 

就労の必要性についても考えました。 

同じ職場で働く障害者の姿を見て社員がいろいろ感 

じることも、障害者雇用を行う上での大きな意味の 

一つとの声も聞き、在宅就労の場合どのように企業 

と障害者の繋がりを保ち、さまざまなことも共有し 

ていくのか？など、 あらためて考えさせられました。 

過去３回はこのような問題を取り上げました。近年 

「障害者」という呼称・表記に多くの議論がされて 

います。 

障害者という呼称の由来は？ 

戦前は、不具者（ふぐしゃ）、不具癈疾者（ふぐはい 

しつしゃ）などと法律においては表記されていまし 

た。その後、 「障害者」という表記が 1949 年の身体 

障害者福祉法の制定を機に一般的に使われるように 

なったようです。制定以前から、同じ“さわり・妨 

げ”という意味の熟語として「障害」と「障礙（碍） 」 

が漢和辞典に掲載されていましたが、 「礙（碍）」が 

当用漢字の使用制限によって、法律では使えなくな 

ったことにより 「障害」 という語が採用されました。 

ちなみに「障碍」についてはそれより以前、1929 年 

に制定された救護法に表記されていたとの記載がネ 

ットにありました。 

「害」という字に対する問題 

「害」という字を辞書で調べると“悪い結果や影響 

を及ぼす物事”と記載されていました。近年、この 

「害」が入っているのは好ましくないとして、地方 

自治体を中心に「障がい者・障がい児」と表記を変 

更する動きが広がっています。 昨年末のことですが、 

大阪の吹田市が、 「障害者」という言葉の印象にマイ 

ナスイメージがあるとして、「障害者」に替わる新し 

い呼称を募集するとのニュースもありました。あく 

まで私の主観ですが、 「害」という字に否と唱えるの 

は、障害者当事者よりも、むしろ携わりのある関係 

者や団体・機関からの声が大きいように思います。 

障害者という呼称や表記を変えたところで、イメー 

ジや意識が変わるものでもなく、また「障害者」と 

いう呼称を意識することで、逆に健常者との壁を作 

っているような気もします。これは、私の思いであ 

り、これらの動きを否定・非難しているわけではあ 

りません。このことについては、またあらためて綴 

りたいと思います。 

【Mizutani の雑記帳】http://tk4m.blog44.fc2.com/



本通信は、会員相互の親睦や最新情報・各種取組み等の提供を趣旨に会員・利用者・関係者、機関及び要望される一般の方々にも多数 配布しています。 

編 集 後 記 

・甲子園で高校野球の決勝戦を観戦。猛暑の中での 
観戦で見事に日焼けし、赤くなった顔や腕をみんな 
に笑われながら通信の編集作業。フリーダイヤルの 
段取りや納涼祭のチラシ作成が重なったけど、予定 
通り発行でき良かったです。 ・ 「医療的ケア」特 
集ページと我がコラムを２段組で編集。読みやすく 
ない？次号からレイアウトを変えるかも！？(T.M) 

・左記のように、単に通信が読み易くなっただけで 
「医療的ケア」の本質が全てわかるものではない。 
私たちが今後どういう方向で、この分野と向き合え 
るかしっかり考えてゆく必要がある。「医療的ケア」 
は、利用者の安心安全生活のための手段であり、こ 
れ自体が目的ではないと思う。 ・熱中症寸前まで 
いった、甲子園観戦。年には勝てないネ！ (T.S） 

当社が「医療的ケア」を本格的に始動するきっかけのひとつに、現行利用者さんのケアの他、金岡親子との出会い 
がありました。超重度障害者として、今後は私たちもいろんな形でお手伝いしてゆく機会も拡がるでしょう。また 
そういう関係になることが、当社としても重要です。オカンの思いは、当社社員ブログの「オカンのボランティア 
日誌」にも、日々細かく更新されています。ぜひ参考にしてください。 （ビーオブエスホームページから社員ブログにアクセス） 

「耕祐とセミナーの一泊旅行」 

３歳の時に家庭の事情で、重度心身障害児施設に入所させていた、医療的ケアの必要な息子・耕祐を平成２０ 

年１０月７日に３０年ぶりに引き取りました。退所の時に利用した介護タクシーが ㈲ビーオブエスであり、 

その時が初めての出会いでした。まさか、居宅支援事業所をなさっているとは知りませんでしたが、退所時に 

利用したことをキッカケに在宅支援にも来て頂くようなりました。 

重症で小学校・中学校の修学旅行にも行けなかった耕祐と一緒に旅行へ行きたい 

と、オカンはいつも思っていました。在宅生活に戻り２年近くが経過し、この想 

いを相談して和歌山への旅行が実現することになりました。 

と言っても、「医療的ケア実践セミナー２０１０in 和歌山」の研修に参加するこ 

とが第一の目的であり、旅行とまではいえないかなぁ。 

オカンは、必ず加齢とともに気管切開・吸引・経管栄養で「鼻注（鼻から栄養・補給） ・胃ろう」になる方が 

多くなると懸念しており、支援者のレベルアップに繋がれば良いと思うので、支援者の方を誘う。講演は「息 

をする」「食べる」、健常者なら当り前のことです。でも、障害児・者と高齢者は、身体の機能低下がみられ、 

今まで食べれていたのに、嚥下障害がはじまる。親としては好きな物を食べさせたいが、我が子に生きて欲し 

いと願うから、経管栄養で鼻注にした。家族以外が行う事は、医療行為になるので出来ない。「地域で明るく 

普通に人間らしく生活する」為にも、「障害がどんなに重くても毎日を楽しく過ごす」為にも医療的ケアが必 

要なんです。その為には、人間の身体のしくみ等を学ぶことが重要で、正しい知識と実技研修をして、重症児 

者・高齢者の「いのち」のある限り、ケアの必然性を感じています。 

私は＊生きる力を引きだす介護＊を目指しているのが、 ビーオブエス職員だと 

思っています。その活動に共感し、オカンも耕祐がデイサービスに行く火曜日 

には、ビーオブエスさんでボランティアもやらせて頂いています。 

セミナーが終わり、紀州加太に向かい、その日 

はゆっくりとは出来なかったけど、 綺麗な夕日 

が見れて、耕祐の感想はどうだったんかなぁ。 

一泊旅行のお知らせ 

前号でお知らせしました、 今年の一泊旅行につ 

いての現況をお知らせします。 日程は既報どお 

り、10 月 23 日（土）～24 日（日）の２日間で、 

バス・宿泊先ともに既に手配済みです。 

行き先は、予定してた「谷村新司ライブ」の鑑 

賞が、会場設備やチケット手配などの関係で、 

難しくなりました。現在、ライブ鑑賞に変わる 

内容も含めて、旅行社と検討しています。 

・行先：23 日→和歌山・勝浦方面 

24 日→奈良・平城京などの予定 

詳細が決まり次第、 皆さんにご案内する予定で 

す。今しばらくお待ちください。 

「納涼祭」を開催します！ （詳細は同封書面にて） 

ビーオブエス新事務所にて、会員・利用者の皆さん、ご支 

援・ご協力者、地域の方々などと、親睦・交流を深めたい 

と思っています。多くのご参加をお待ちしています。 

・９月 18 日（土） 11:00～17:00 

・模擬店、イベント、フリーマーケット開催予定 

オカンとの念願の旅行。和歌山まで来 
ました。宿から眺めた景色と夕日は綺 
麗やったね。また行こうね！オカン！ 

福祉タクシーご予約専用フリーダイヤルを開設！ 

年中無休・24 時間受付。携帯・PHS からもご利用可能です。 
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