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いざ行かん！ 真の意思決定支援の道！！

パート

2

家族
「本人の思い」と「家族の思い」に違いがあった時、
皆さんならどのような意思決定支援を行いますか？
今回は、二つの障がい者支援施設から出された事例をもとに考えたいと思います。

本人

1

事例

障がい者支援施設(入所)を利用しているＡさん（男性）
。言語は不明瞭であるが、ご自身の意思は言葉に

ジェスチャーを交えてどうにか伝えることができる。

施設では個別支援計画のアセスメントの際に本人、ご家族から行事の参加の希望を確認している。お兄

さんは面談に来られず、確認表と電話でのアセスメントを実施した。

会議において、この年の映画鑑賞会の希望を確認すると、Ａさん本人は「参加したい」という事だったが、

お兄さんは当日不参加の希望だったため、再度、
Ａさん本人が参加したい希望をお兄さんに伝えたが「Ａは
あまり理解できないので参加しなくていいと思う。映画でなく違う行事に参加させてほしい。
」と意見の違
いが見られた。

Ａさんにお兄さんの話を伝えると「映画鑑賞会は参加しなくてもいい。」と納得してもらえたため、個別

支援会議では映画に参加しないこととなった。

しかし、映画鑑賞会が近づき、映画のポスターや案内が掲示されるとＡさんから「映画鑑賞会を楽しみ

にしている。
」と話がある。アセスメントの際に話し合って決めた「映画鑑賞会には参加しない。」ことを再
度確認すると、
Ａさんはショックを受けふさぎこんでしまった。

事例１に対する支援を二通りのパターンで考えてみます。
支援❶

職

員
「前は参加しないと言いましたよね。」

職

員
「ご家族も参加しなくていいと言っているし、

Ａさん
「・・・。
」
(無言)

一度約束した事は守りましょう。費用も決まってしまっていますし。」

Ａさん
「・・・。
」
(うつむきかげん)
職

員
「不参加でいいですね。」

職

員
「前は参加しないと言っていましたが、参加したいですか？」

職

員
「本当は参加したかったんですね。」

職

員
「ご家族にも、もう一度連絡して参加したいと伝えましょう。」

Ａさん
「はい。
」

支援❷

Ａさん
「参加したいです。
」
Ａさん
「はい。
」

「職員にも気持ちを話してみましょう。」

Ａさん
「お願いします。
」
職

員
「映画観賞会の件ですが、Ａさんは参加したい様子で、参加しないと知ったら

家

族
「楽しみにしている様子なら参加させて下さい。」

とても落ち込んでしまっています。楽しみにしている様子なので、参加して
もよろしいでしょうか。」

この事例の実際は支援②でしたが、支援①も起こり得る事例ではないでしょうか。Ａさんは映画
鑑賞会参加後、映画のチラシを見せながら参加できた事を嬉しそうに教えてくれたそうです。本人
が安心して自由に意思表示ができ、職員もしっかり受け止められる支援の大切さがわかります。
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2

事例

生活介護事業 ( 通所 ) を利用するＢさん（男性）は室内活動 ( 絵画 ) と農作業の両方に参加している。ご家

族の希望は
「まだ若いし体力があるから農作業に参加して欲しい」であった。担当職員は、ご家族の希望をも
とに農作業を中心にした活動をＢさんに勧めるが、
Ｂさんはなかなか外作業をしようとしない。室内活動を

勧めると喜んで取り組む事が出来ていた。ご家族の希望とＢさんの思いが相違した時の支援はどうしたら
よいのか。

事例 2 に対する支援を二通りのパターンで考えてみます。
支援❶

職

員「農作業に行きましょう。」

職

員
「体力もあるし、若いから外での作業がいいですよ。

Ｂさん
「やりたくない。
」

ご家族もやって欲しいみたいですよ。」

Ｂさん
「・・・。
」
(無言)

支援❷

職

員「今日はどの作業がいいですか？室内活動と農作業がありますよ。」

職

員
「ご家族は毎日農作業をやってほしいみたいですが…。」

職

員
「どこか痛くなるか教えてもらえますか。」

職

員
「今まで腰が痛いのに参加していたのですね。」

職

員
「ありがとうございます。」

Ｂさん
「室内活動をやりたい。」
Ｂさん
「・・・痛くなるから。」
Ｂさん

(腰のあたりを指差す)

Ｂさん
「はい。
」

「ご家族にも腰が痛くなるので農作業を控えたいことを話してみましょう。」

この事例の実際は支援②でした。その後は、
Ｂさんの意思を確認してスケジュールを決め、いろい
ろな活動に参加しているそうです。意思を伝えやすい日時や場所等の場面設定、コミュニケーショ
ン手段などの工夫が乏しければ支援①のようになっていたかもしれません。
今回の２つの事例では「本人の思いとご家族の思いに相違があった場合」を取り上げました。
ご家族

も本人の成長を願っての思いである場合が多いですから、考えが食い違ってしまう場面での職員の対
応は難しいものです。今回は触れませんでしたが、職員間で考えが食い違った時は更に複雑となりま
す。
２つの事例に共通している支援のポイントは、「本人の立場で何がベストなのか」を判断する視点か
ら、職員が本人に寄り添いながらご家族に本人の思いを伝えている点にあります。
わかりづらい利用者
の思いより、ご家族の思いを優先してしまいがちとなりますが、本人の最善の利益をしっかり検討して
実践できる職員集団でありたいものですね。

最後にもう一度「意思決定支援」の定義を確認しておきます！
「意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障がい者が、日常生活や社会生活に
関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可能な限り本人が自ら意思決定でき
るよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の
推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討するために事業者の職員が行う
支援の行為及び仕組みをいう。」( 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインより )
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東信発信

地域で暮らそう！
こんかい

うえ だ

し ざいじゅう

今回は、上田市在住の

さかぐちひろあき

さい

しょうかい

坂口博章さん（27歳）をご紹介します。
ふく し かい

さかぐち

うんえい

坂口さんは、かりがね福祉会が運営するグループホーム

かよ
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せいかつかい ご じぎょうしょ

「あんず」から生活介護事業所の「アトリエＦｕｕ」に通われています。
さかぐち
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しょうかい

おも

そんな坂口さんのとある１日を紹介したいと思います。
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毎朝、ご自分で自室の
そう じ
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掃除機掛けをして出発
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準備されています。
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にが て
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アトリエＦｕｕでは集団での刺激が苦手な方のために、
きんりん

しつ

かつどう ば しょ

近隣のアパートの１室を活動場所としています。
さかぐち

にち

お

よていひょう

り よ う しゃ
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じ ぶん

終わったら、ご自分でとります

坂口さんの１日の予定表

《このページは利用者さんのページです》

ごぜんちゅう

で

か

午前中はウォーキングに出掛けます。

だい す

大好きなトマト（ドライフルーツ）を
た

食べてからウォーキングスタートです。

ご

ご

み

す

まいいじょう

午後はＤＶＤを見て過ごされます。60枚以上
なか

じ ぶん

えら

ねっしん

あるＤＶＤの中からご自分で選んで熱心にみ
られています。

あんず
もど

ひといき

にち

つか

さま

ホームに戻られて一息。１日お疲れ様でした。

さかぐち

い ぜん

つぎ

こうどう

うつ

じ かん

坂口さんは、以前は次の行動に移るまでにとても時間がかかっていました
げんざい

い

い

せいかつ

が、現在のライフスタイルにしてから、とても生き生きと生活されています。
さかぐち

か ぞく

こん ご

こと

き

も

坂口さんのご家族に、今後の事についてお聞きしたところ、こだわりは持
いま

どお

え がお

たの

みんな

す

す

ちながらも今まで通り笑顔で楽しく、皆に好かれるように過ごしてもらいた
こと

いとの事でした。

《このページは利用者さんのページです》
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信州 あちら 、 こちら から
信州足湯巡り

〜癒しのひと時を愉しむ〜

今号では、
癒しのヘルスツーリズムをご提案。
県内で気軽に楽しめる足湯、
その一部をご紹介致します。

1

安曇野市穂高有明にある
「八面大王足湯」

この足湯で印象的な八つの表情を八方に向ける八面大王は、
昔から安曇野の人びとの間に語り伝えられてきた伝説の主人公
で、時の征夷大将軍に退治された鬼、
という説がある一方、正義
の支配者という説もあります。この八面大王のモニュメントは、
1985年「魅力ある温泉地づくり事業」により制作された後、
2003年4月に足湯として整備されています。
※平成30年3月に現在の場所から移転する予定ですが、離れた場所への
移転ではないそうなのでご安心を。

今回この場所へ向かうにあたって、同じ安曇野市にある福祉サー
ビス事業所「あすなろ」にお勤めになっている加納さんに案内をお願
いしました。こちらの事業所では、利用されている方々がこの足湯に
お出かけする事があるそうです。八面大王の見た目も湯の心地よさ
も、利用者さんの日中活動の良いアクセントになっていそうですね。

2
利用料：無料（※駅構内へ入るための入場
券の購入は必要になります）
問い合わせ：JR東日本お客様センター
☎050-2016-1600

3

諏訪市諏訪にある
「JR上諏訪駅足湯」

元は、昭和61年に国鉄時代の「一駅一名物」という
コンセプトのもとに上諏訪温泉を駅に引いたのが始ま
りで、その後平成14年に、
「もっと気軽に」という利用
客の声に応えつつ、スペース上の改善も施そうという
事から足湯としてリニューアルしました。なんといって
も特徴的なのが、駅構内にある足湯というところで、電
車を眺めつつのんびりと足湯を楽しむという他にはな
い個性の足湯です。管理は駅員の方々が愛着を持って
行っていらっしゃるとの事です。

利用料：無料
問い合わせ：安曇野市

観光交流促進課

☎0263-71-2000

上田市別所温泉にある
「足湯ななくり」

平成16年に岳の幟500年祭記念として設置
され、安楽寺の八角三重塔をモチーフにした総ヒ
ノキ造りとなっています。
「ななくり」という名前
には二つの意味があり、地名の「七久里」と今の
苦しみが離れる
「七苦離」を表しているそうです。

今回この場所へ向かうにあたって、同じ上田市に
ある長野大学の温泉同好会代表、小林さんに案内を
お願いしました。小林さんにお伺いしたところでは、
温泉街に位置した「ななくり」の絶好の雰囲気や景観
は学生等の若年層からシニアまで幅広く楽しんで頂
けるもので、特に近くにある「北向観音」
とセットで楽
しんで頂くのがお勧め、
とのことです。上田市別所温
泉の標榜するデトックス＆チャージ体験を気軽に味わ
える場所です。

利用料：無料
問い合わせ：上田市別所温泉
☎0268-38-3510

今回この足湯にお伺いした際、JR上諏訪駅副駅長の
吉瀬さんにお話をお聞かせいただきました。通勤通学の
方や、遠方から観光に来られた方も、ぜひ上諏訪温泉の
気分や効能を気軽に楽しんで、疲れを癒していっていた
だきたいとのことでした。

ここでご紹介した以外にも、
長野県には沢山の足湯があります。機会があれば是非、探してお出かけください！

6

連載

50

自閉症 Cross World 施設支援実践論−中級編 その10
長野県知的障がい福祉協会会長

【行動とその意味するもの〜見守る〜】
異食と呼ばれる行動があります。食事以
外の場面で、食材以外の物を食べてしまう
状態のことですが、ガラスを食べる、クレ
ヨンを食べるなどということになると、こ
れはもう直接命に係わりますから、どんな
ことをしても制止、制限をしなくてはなら
ないこととなりますが、ちょっと観察して
みよう、様子を見てみようというレベルの
異食であれば、思わぬ発見に至る時があり
ます。
Ａさん、クリスマスを前にして、何やら
広告の紙を食べています。飲み込んではい
ないようなのですが、もともと紙を食べる
ことが多いＡさん、この時も支援職員は制
止をしようとＡさんのそばに行きました。
すると食べていた広告紙はユニクロ、何か
ピンときた職員はそこでその様子を見守る
ことにしました。新聞紙大の大きな広告用
紙が破られ、食べられしながらどんどん小
さくなっていきます。そして、最後に残っ
たのは、なんとジーパンの部分だったので
す。職員は尋ねます。「クリスマスプレゼ
ント、ジーパンが良いの？」Ａさんは、じっ
と職員の目を見つめます。「合っていたら
握手をしましょう」彼の右手がおもむろに
伸びて、職員とYesの握手をしたのでした。
しゃべることができない彼らの伝えよう
とする全力の姿、それは「見守る」ことに
よってしか手に入れることができないのか
もしれません。
「紙、食べちゃいけません！」では彼ら
の心に手が届かないのです。
Ｂさん、どの職員も彼の自己選択を支援
することは難しいと言います。選択カード
をすぐに投げてしまって、何がYesなのか
Noなのか、分からないというのです。通
常であれば、カードを指さすとか、視線を
向けるとか、じっと見るとか、障がいの重
い方々であってもその方法は多様ではあり
ますが、キャッチ可能です。
ところが、カードを投げてしまうという
行動は、多くの職員にとっては選びたくな
い、遊んでいる、選択ということがわから
ない、という状況だと理解されてしまうの

【連載バックナンバー掲載】

宮下

智（明星学園）

です。
そこで、ある職員が何とかその状況を脱
しようと、外出の内容を相談することに挑
戦しました。日常的なおつきあいからは選
択状況が理解できないというようなレベル
の方には感じられないからです。
確かにカードを渡すとすぐにポイっと投
げてしまいます。まるで遊んでいるがごと
きです。ところが10枚ほどのカードが進
んだ時、職員はＢさんの投げ方には一定の
法則があるのではないかと感じ、そんな仮
説をもって投げられたカードを見ると、な
んと比較的右側に投げられたカードがYes
のカード、比較的左側に投げられたカード
がNoのカードだったのです。
「カード、投げちゃわからないでしょ！」
では彼のやり方をいつまでも感じることが
できなかったのです。
Ｃさん、選択カードを準備するとその場
から去っていってしまいます。「カード選
択ができないんだ」それが職員の最初の印
象でした。さらに無理に選んでもらおうと
すれば、なおのことパニックなので、「選
ぶのが苦手なんだ」と次には結論づけられ
てしまいました。したがってＣさんの外出
の内容は何年も前からマックのハンバー
ガーになっていました。
ところが、外出の選択内容を決める時に、
3枚の選択カードをテーブルの上に置き、
職員はその場から遠く離れ「選んでおいて
ね、教えてよ」と見守っていると、次第に
カードに近づいて来て、悩んだ末に、恐る
恐る吉野家の牛丼を指さしたのでした。
Ｃさんは、選択ができないのではなく、選
択に対する自信がなかっただけなのでした。
「あなたが選ぶのをいつまでも待ってい
るからね！それを応援するからね！」職員
からＣさんに励ましの気持ちが届いた瞬間
でした。
彼らは、いつでも全力です。今の自分の
持っている力でどのようにしたら本当の気
持ちが伝わるのか、そればかりを考えてい
るのかもしれません。そして、それを受け
止めることが、私たち支援職員のミッショ
ンなのです。

http://homepage3.nifty.com/myojo-satoru/sub12autism-0.htm
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いざという時のために………

ぜひ知っておきたい

成年後見制度

社会福祉法人かりがね福祉会 理事長

小林

彰（当協会顧問）

成年後見制度について４回連載でお話します。今回は成年後見人にできることと、できないことがある
というお話をします。
病院に入院する際や福祉サービス事業所を利用するときに、まず、ご本人に代わって入院契約や利用契
約をすることになります。これはできます。しかし、よく「連帯保証人」とか「身元引受人」、
「身元保証人」
をお願いされることがありますが、これはできません。それは、もし何かあったときに成年後見人に多大な
負担が課せられるからです。仮に「病院を退院して」と言われて行く当てがないと、成年後見人が自宅に引
き取らなくてはならないことになるかもしれません。あるいは、重大なことをしてしまってご本人の持ってい
る財産では償えきれないときに、成年後見人が自分の財産から支払うことになるかもしれません。お互い
が争うことになります。だからできないのです。
財産を管理しますので、財産を適切に使って付き添いの人が付いての旅行や必要な物品を購入すること
はできます。が、ご本人の不利益になる支払いはできません。例えば、家族のために自動車を
購入するとか家族にお金をあげる（贈与）等です。ご本人のために使うという理解が
基本となります。
他にも、一身専属（いっしんせんぞく）行為といって、養子縁組、
医療行為（手術）を代わりに決断したり、同意する権限もありま
せん。でも、成年後見制度はとても大切な制度です。
（続く）

せめてこれだけは手に取って欲しい
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精神科病棟のルポタージュである。舞台は「千葉県精神科救急センター（現・千
葉県精神科医療センター）」、鬼気迫る精神科救急の状況が迫真の姿で迫ってく
る。スタッフを率いるのは計見一雄所長。統合失調症の急性期の対応と早期回復
のための治療プロセスは、統合失調症が「脳の病気」であることをくっきり浮かび
上がらせている。治療の理論的な背景は、計見一雄氏の著作「統合失調症あるい
は精神分裂病 精神病学の虚実」
（講談社選書メチエ）に譲るとして、統合失調症
急性期の病状、行動理解や対応の方法、当事者の方の葛藤と発病期の恐怖と不安、スタッフのチームとし
ての動き、それを通じたスタッフの成長…、知的障がい・自閉症支援に携わる私たちに、その目指すべき
方向について示唆するところは多い。
野村氏の真摯なルポの態度と偏りがない観察、そして的確な記述は、全480ページにわたるルポを一気
に読ませる力を持っている。ちょっと治療理論の本は難しくて読めないけど、統合失調症のことは知りたい、
勉強してみたいという方の導入本として最適である。
発行者 長野県知的障がい福祉協会 広報委員会
〒380-0928 長野県長野市若里７−１−７ 長野県社会福祉総合センター５Ｆ
Tel：026-225-0704 Fax：026-225-0714
E-mail:na-chifuku＠deluxe.ocn.ne.jp
URL:http//www.chisyoukyou.join-us.jp
発行日 平成29年12月20日
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