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難病中の難病といわれるALSの治療はいまだ確立されていませんが、社会資源が充実しつつ
ある今日、ALS患者在宅療養については、介護保険、訪問看護などの定着と共にその環境が整
いつつあります。しかしながら、１人の患者に関わる制度や職種は多岐にわたっており、それ
らをまとめていくのは容易ではありません。このような状況にあって在宅療養を円滑にすすめ
るために、地域の情報を織り込んだ本書はALS患者、患者家族、介護者より切望されていたも
のであり、療養患者、支援者の総意によって実現できたものです。従来、いくつかの同様な書
が版されてきたのですが、それらを参考にしてさらに身近なものとなるよう心掛けました。在
宅療養に入る際には多くの時間と労力を必要としますし、療養に入ってからも同様です。でき
るだけ良い方法を実践することが充実した療養を実現する基本になるものと考えています。

本書をお読みくださった方々がALSと共にこれからの毎日の生活をチャレンジしながらより
良いかたちで乗り越えていかれるものと信じています。また、現在の療養状況を更に充実でき
るよう医療者も参考にして頂ければ深甚です。また本書は、ALS以外の疾患においても充分に
役立つものと思われますので広く利用されることを願ってやみません。

本書は厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「特定疾患の地域支援体制の構築
に関する研究班」（主任研究者：木村格、分担研究者：山梨大学神経内科教授、塩澤全司）の
研究の一環として作成されたものであることを付記いたします。

執筆者一同
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ALS（Amyotrophic Lateral Sclerosis；筋萎縮性側索硬化症）について

1. ALSの症状

運動ニューロンとは“筋肉を動かせ”という指令を出したり、その指令を筋肉に伝えたりする
神経細胞です。大脳の運動神経細胞から出た信号が、脊髄の側索という場所にある錐体路という
連絡路を通って脊髄前角細胞に伝わり、そこから末梢神経を伝わって筋肉に伝達され、筋肉が動
くわけです。この運動ニューロン疾患の代表がALSということになります。病名の由来はこの脳
と脊髄の運動神経細胞の間にある脊髄側索が機能を失うということで側索硬化と表現されていま
す。筋肉は全身に分布していますので、運動機能に関わるあらゆる症状が出現します。力が入り
にくい、筋肉がやせてきた、でも他にしびれたり感覚が鈍くなるなどの症状がないとなると、必
ずこの病気を含めたいくつかの病気を考えなければなりません。

ALSでは発症が緩やかなため、最初はしばしば症状が見過されがちですが、進行とともに次の
ような症状が出現します。

・ 四肢の機能障害：いちばん多い経過は、最初に一方の手や腕の力がなくなり始め、もう一方
の腕や下肢にも筋力低下が出現します。足がだらっと垂れてしまう垂れ足などもみられます。

・ 筋萎縮、筋線維束攣縮：いずれも脊髄前角細胞の障害によるものです。筋肉がやせ細り、線
維束攣縮という筋肉の細かいピクつきがみられます。

・ 痙性麻痺：四肢（特に下肢）が突っ張て棒のように固くなります。固くなった足に力をかけ
るとガクガクとふるえるミオクローヌスという現象が出現します。

・ 発語障害：言語が不明瞭で発声が困難となります。

・ 嚥下障害：飲み込みづらくなり、むせたりします。ひどくなると、誤嚥といって、だ液や食
物が気管の方にまわってしまう症状がおき、窒息や肺炎など引き起こします。

・ 呼吸障害：呼吸をつかさどる肋骨や横隔膜の筋肉の麻痺により、息切れや呼吸困難が出現し
ます。

同じALSであっても障害部位や進行の早さがそれぞれ異なり、以下のような分類もあります。

・ 古典型：四肢運動障害で始まり、最も多い

・ 球麻痺型：発語障害、嚥下障害が初期から出現する

・ 偽多発神経炎型：手足のやせが目立つ

ALSでは出にくい症状があり陰性徴候と言われています。眼球運動障害、褥瘡、感覚障害、自
律神経障害がそれにあたり、以前には全くみられないとされてきましたが、最近ではわずかなが
ら変化がみられることが分かってきています。しかし初期から中期までは通常みられませんので
やはり出難い症状と考えて良いようです。味覚、視覚、嗅覚、聴覚も障害されません。もっと重
要なことは、ALSでは知的障害がおきないということです。ですから、うまくしゃべれず、身ぶ
り手ぶりなどでも思ったことを表現できなくなればなるほど、積極的に意思を確認する努力をし
なければなりません。また、家族や社会的立場もできる限り今までと同じ形を継続していくこと
が良いようです。

原因はいまだ不明ですが、多方面に渡っての研究や技術の進歩に従って、この病気についての
知識が飛躍的に増加しています。何種類かの動物モデルが可能になったことで、発症前段階で何
が起こっているのかも含めて考慮できるようになりました。研究進歩の突破口となったのは、活
性酸素を消滅させる酵素（SOD1）の遺伝子変異を家族性ALSの一部に発見したことです。これ
によってある程度遺伝性のあるALSの説明ができるようになりました。更に、この遺伝子変異を
持つ動物モデルの作成により神経細胞の変化を再現できるようになり、ALSの病態の一部が明ら
かとなりました。またALSには複数の細胞の種類が関与している事実を突き止めたことです。運
動ニューロンだけでなく、周辺の細胞も病気の悪化に関与しています。遺伝子と環境の要素など、
病気の原因は複数あるらしいということも推測されてきています。このようにALSの研究は飛躍
的に発展していますので、いずれ集大成されて治療法が確立されるものと信じています。

第一章 ALSについて
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2. ALSの治療

現在治療に関して主に研究されているのが、グルタミン酸の働きを抑制する薬剤、活性酸素や
それに関連した物質を抑制する薬剤、神経栄養因子、神経幹細胞の導入などです。

このうちでグルタミン酸抑制薬が我が国では唯一医療保険適応となっています（リルテック錠；
一般名リルゾール）。グルタミン酸は脳内で重要な働きをしていますが、細胞になんらかの異常
が生じるとグルタミン酸が過剰となり細胞を傷つけてしまいます。したがって、このグルタミン
酸過剰を抑制することが本薬剤の目的ですが、今のところ進行を少し遅らせるだけなので、特に
重症例は適応となっていません（呼吸機能を計測してある値以上で使用することが条件となって
います）。副作用としては、下痢、便秘、めまい、肝機能障害などがありますが、重いものはあ
りません。

活性酸素の抑制に関しては、日本で開発された脳梗塞治療薬のエダラボンが検討されており、や
はり軽症例において進行を遅らせるという効果があるようで、今後臨床試験で良い結果が出れば
ALSも適応となる可能性があり、期待されています。

神経栄養因子は数種類あり、現在まで検討されたものについては無効との判断ですが、新たに
検討されているものや最適な投与方法の検討などもなされています。

神経細胞などに分化する前の細胞である幹細胞やES細胞の研究も始まっています。障害された
運動神経細胞からこれらの細胞より作り出される新しい運動神経細胞に置き換える事ができ、治
療薬剤を幹細胞に乗せて障害された細胞まで運搬する手段にもなります。このやり方では直接に
標的細胞を治療することになります。同様に選択性のある治療として遺伝子治療もまた検討され
始めています。現在、他の疾患ではウィルス・ベクターを使っての臨床実験が行われており、
ALSでも今後この分野が発展していくと考えられます。

一般的治療として最も大事なのは、転倒などの怪我に注意しながら、いずれの動く筋肉も最適
な方法で、毎日かならず動かし眠らせないということです。くわしくは「障害とリハビリテー
ション」の項を参照してください。また、できるだけ自分の生活リズムやパターンを維持してい
くことも体調を維持するのに良いようです。

このように充分な効果をもたらす薬剤はまだないのですが、確実な研究の進歩があり、新たな
治療法が次々に確立されていく下地は充分にあるものと思いますので、希望を持って日々の生活
を送っていただければと思います。
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ALSでは症状が進行するにつれ、手足の筋力が弱くなる「運動障害」、言葉を発音しにくくなる「コミュニ

ケーション障害」、食べ物を飲み込みにくくなる「嚥下障害」、呼吸がしにくくなる「呼吸障害」の４つの症状

が現れてきます。

ＡＬＳの4つの症状

初期

中期

後期

運動障害 コミュニケーション

障害

呼吸障害 嚥下障害

進行に伴うＡＬＳの症状

ALSの症状の現れ方は人によってさまざまですが、ここでは４つの症状の進行について「初期」「中期」
「後期」の３つの時期に分け、おおよその状態を説明します。

初 期 中 期 後 期

運動障害 手足に力が入りにくくなる 歩くことが困難になる 自分で体を動かすことが困
難になる

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害 声が小さくなる
発音が曖昧になる

言葉が話しにくくなる 声を出すことが困難になる

嚥下障害 食べ物を咀嚼しにくくなる
水分でむせることがある

むせることが多くなる 食べ物を飲み込むことが困
難になる

呼吸障害 息切れしやすくなる 息苦しくなる
痰が出しにくくなる

自発呼吸が困難になる

第二章 ALSの障害とリハビリテーション
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ＡＬＳの症状に合わせて、①症状の進行を遅らせる訓練と②日常生活の中で不自由になったこ
とを補う工夫が必要となります。これら２つにより、患者さんのADL（日常生活）やQOL（人
生の質）を維持していくのがリハビリテーションです。

①の訓練は、症状の軽い初期のみでなく、症状が進行した後期にも継続して行われる必要が
あります。②の生活の工夫は、自分の力を補う「自立支援機器」や介護者の負担を減らす
「介護支援機器」を活用することです。症状の変化に応じて機器を増やしたり、変更したり
してＡＤＬやＱＯＬを維持していきましょう。

このガイドブックでは、ＡＬＳの４つの症状ごとにその進行状況に応じた「機能訓練」と
「日常生活での工夫」を中心に説明します。
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運動障害の症状には手足の麻痺や筋力低下などがあげられます。手や足の力が入りにくいなどの
自覚症状から始まり、物が持ちづらい、歩きにくいなど日常生活動作（以下ＡＤＬ）に支障をきた
してきます。
自分らしい生活を維持していくために、運動障害のリハビリテーションとして①症状の進行を遅

らせるための訓練②日常生活の中で不自由になったことを補う工夫を行います。

①身体機能を維持していくための「機能訓練」

②能力にあわせた「生活の中での工夫」

運動障害におけるリハビリテーション

初期 中期 後期

時間

ADL

QOL

-6-
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体を動かすことが少なくなると、筋肉がやせたり（萎縮）、筋肉や腱が短くなったり（短

縮）、関節が固くなったり（拘縮）するなどさまざまな症状が起こります。現状の身体能力を

できる限り維持するために、適度な運動を行うことが大切です。しかし過度な運動や間違った

やり方で運動を続けると、疲れがたまり、かえって進行を早めてしまったり、関節を痛めたり

する原因になるので気をつけましょう。

腕の筋力維持のために肩周辺のストレッチと運動をしましょう。

棒体操 テーブル拭き運動

肩の上げ下げ運動・胸のそり返し運動・肩すぼめ運動

腕立て伏せ運動
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歩くための筋力を維持していくために腹筋、下肢の運動をしま
しょう。

尻あげ 腹筋

膝の曲げ伸ばし

足上げ

膝立ち

足踏み

無理をせずに毎日続けることが大切です
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関節が硬くならないように、体全体のストレッチをしましょう。
一人では難しいときは介助してもらいながら体操をしましょう。

立位保持
腰と膝を支えてもらい立位を保つ

尻上げ
手伝ってもらいながらお尻をあげる

寝返り
胸、肩甲骨周囲のストレッチもかねる
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関節が硬くならないように毎日ストレッチをすることが大切です。
自分で動かすことができる関節は、一緒に動かして筋力を維持し
ましょう。

力を入れて無理に動かしたりすると、関節や筋肉を痛めてしまう危険があります。

ゆっくりと大きな関節を中心に動かすようにしましょう。また、指先の関節など

は、病気が進行したときに意思伝達装置のスイッチ操作に活用することがあるの

で、拘縮や変形をおこさないようにしましょう。

手の平を太ももにつける 手の平を上に返して

頭の上まで上げる

手の向きは変えずに

肩の高さまで上げる

肩は痛みが出

やすく、亜脱

臼しているこ

とがあるので

注意！

肩

手の平を天井に向け腕を真横に開く 腕を軽く曲げて胸の方に近づける

親指を曲げ伸ばしする
親指以外の指を曲げ伸ばしする

手首を内側と外側に交互に曲げる

手

首

指
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片方の脚を抱えるように膝を曲

げ、お腹の方に近づける
反対側のひざが曲がらないように

抑える

片方の脚を抱えて、膝を伸ばしたま

まできるだけお腹の方に近づける
反対側の膝が持ち上がらないよう

に膝を抑える

片側の足首を持ち、膝が曲がらな

いようにゆっくり脚を広げる

反対側の脚が閉じないように膝を

抑える

股 ・

膝

片手で足首を固定し、反

対の手で踵を掴み足裏を

腕につける

＜アキレス腱伸ばし＞

片手で膝を押さえながら

踵を膝の方に引く

＜つま先伸ばし＞

踵を押さえたまま、足

の甲を床の方へ倒す

足

首
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手足に上手く力が入らない、歩きにくいなど、今までどおりの生活がつらいと感じるようになります。

無理をせず安全で楽に生活できるように、動作を補う道具（自助具）や機器（福祉用具）を活用しま

しょう。

すべてのＡＤＬ・起居動作・移動動作に介助が必要な時期となってきます。車いすや電動ベッド、

リフターなどの福祉用具を上手に活用して、介護しやすい環境をつくりましょう。また、家族や社会

との関係を保ち、自分らしい生活を送るため、自分の意思を周囲に伝えるための手段を確保するこ

とが大切です。

運動麻痺が進行してくると整容や更衣、家事全般を自力で行うことが難しくなります。施設サービス

やヘルパーなどの社会資源を活用して、本人と家族が無理せずに生活できる環境づくりをしていき

ましょう。また、歩くことが難しくなってきたら、車いすを考えていきましょう。家の中で車いすを使う場

合は、車いすで動き回れるように屋内の環境を整えることが必要です。

症状が進行すると自力で食べる、排泄する、歩くなど身の回りのことが少しずつ難しくなってきます。

症状の進行の程度に応じて生活の環境を整えることで、自分らしい生活を送ることができます。
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足の筋力が低下すると、歩くときにバランスを崩
しやすくなります。歩くことに不安を感じはじめた
ら杖や短下肢装具を使いましょう。
杖や装具、車いすなどを作成する際は主治医また

は理学療法士・義肢装具士にご相談ください。

左：短下肢装具 つま先が下がるのを防ぐ
右：一本杖
左：４点杖 一本杖より安定があるが重い

靴を履いて、足元から15ｃｍ離し
た状態で肘が軽く曲がる程度

杖の長さの決め方
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上がり框などの大きな段差は
低い台を置く

敷居など低い段差はスロープを
つけたり照明で足元を照らした
りして注意を向けさせる

浴室はすのこなど水はけの
よいものを使う

転ばないように、トイレや浴室に手すりをとりつけたり、上がりかまちや敷居などの段差をなくし
たりするなど工夫しましょう。また廊下や床にはものを置かないようにしましょう。

L字バーを使うと、
より立ち上がりが
しやすくなります。

マットレスは保湿性・通気性・硬さなどの他、
一日の内どのくらいの時間をベッド上で過ご
すのかということも考慮してください。
例えば臥床時間が長い人には柔らかいだけ
でなく除圧も必要なので、実際に試して自分
に合う物を選びましょう。

起き上がるのがつらくなってきたら、普段布団を使用している方は、ベッドを使いましょう。布団に
比べてスペースが必要ですが（6畳程度・車いす使用の場合は8畳程度）、起き上がりや立ち上がりがし
やく、布団の片付けがいらないという利点があります。また将来、車いすを使うときのベッド周辺の環
境を整えやすくなります。
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一人で歩くことが難しくなり、転ぶ危険が大きくなってきたら車いすでの生活を考えていく
必要があります。車いすを選ぶときには、長時間楽に座っていられるものや乗り移りがしやす
い車いすを選びましょう。自力で座り直しが難しい場合はお尻にかかる圧力を分散できるクッ
ションも使用しましょう。

ジョイスティックで操作できる「簡易
電動ユニット」の付いた車いす

ここを倒す
と前に進む

ベッドへの乗り移りを補助する「肘置
きはね上げ機能」と足台を広げる
「フットレストスイングアウト機能」
の付いた車いす

空気層＋ウレタンフォーム 複数の小さな空気室 ゲル状パット＋硬質ウレタン

＜クッションの一例＞
いろいろな素材のクッションがありますので、座る能力に合わせて選びましょう
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スロープのある玄関先

室内の段差を解消したり、畳からフローリングに変え

たりすると車いすで移動しやすくなります。また、玄

関をスロープにすると出入りが楽になります。改造費

が一部助成される制度もあります。

フローリングでスペースの広いリビング

段差のない玄関車いすのままで乗降できる福祉車両

電動ベッドには２モーター（背上げ＋高さ
調整）のものと、足上げも付いた３モーター
のものがあります。

①背あげ：起き上がりやすくなる
②高さ調整： 立ち上がりや乗り移り、

または体位交換が行い
やすい高さに調整できる。

介護保険を使うと一割自己負担でレンタル
できます。

トランスファーボードを車いすとベッドの間に渡し、
お尻を滑らせて移ります。Ｌ字バーも併用するとさら
に行いやすくなります。

トランスファーボードﾞ
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日中の大半を車いす上で過ごすためには、①体を動かしていても座位姿勢が崩れない②疲れな
い③お尻が痛くならない④体の大きさにあった車いすを選ぶことが大切です。
人工呼吸器を使うようになることも考えて本体とバッテリーが搭載できるスペースも考慮しま
しょう。
既製品での車いすが体に合わない場合は車いすを作成する方法がありますが、出来上がるまで
に数ヶ月かかりますので、ご注意ください。

ヘッドレスト
の調整

エレベーション
足台を挙げる

チルト
座面を傾けて体を倒
す

リクライニング
背もたれを倒す

車いすを購入または作成する
ときは、呼吸器の搭載を考慮
して、車いすの下にスペース
を確保しましょう。
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無理な姿勢で乗り移りを行うと、介護される側が不安になり、

また、介護する側の腰痛を引き起こしてしまいます。福祉用具

のリフターを使い、双方の負担を減らしましょう。

リフターはトイレや入浴の移動や乗り移りにも使えます。

住宅改造が必要なリフターもありますので、専門家にご相談く

ださい。

固定式リフター

固定式リフターでシャワーキャリーに移乗

浴室に固定したリフターでシャワー
キャリーに乗ったまま浴槽に入る

床走行式リフター
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足の筋力が衰えてくるとトイレまで歩いていくことや、便座から立ち上がることが難しくな
ります。手すりを付けたり、便座を高くするなどして、安全で楽に行える環境をつくりま
しょう。

夜間でもトイレに安全に行けるように手す
りや足もと灯をつけましょう

Ｌ字型手
すりをつ
ける

ホルダーを
手の届く所
に付け替え
る

補
高
便
座

車いすを使うようになると、車いすが便器に近づけられるだけのスペースが必要となりま
す。ご本人の身体機能やドアの幅、トイレの広さを考慮した改修をしましょう。また介助
が必要になったときのことを考えて、スペースを広めにとっておくとよいでしょう。家を
改修する場合は個人の能力や環境が異なるため、専門家にご相談ください。

電動便座昇降機
立ち上がりを介助する
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トイレまで移動することが難しい時は、ベッドの脇に置いて使うポータブルトイレを使う方法
があります。脱臭機能、家具調、温水洗浄付などさまざまな種類がありますので、目的にあわせ
てご購入ください。

選ぶポイント
① 安定感
② 温水洗浄、脱臭など目的に

あった機能を有する
③ 汚物処理などメンテナンス

がしやすい
④ 重量が軽い、キャスターが

付いているなど持ち運びが
しやすい

⑥けこみ（足元のくぼみ）
があると、足を後ろに引い
て立ち上がりやすい

⑤手すりとト
イレの高さ調
整可能

＜ポータブルトイレの設定例＞
トイレに移る際に転ばないよう
に、床に滑り止めを敷くとよい
でしょう。
トイレットペーパーやおしりを
洗う水も簡単に手の届くところ
に用意します。
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バスボー
ド

シャワーチェ
ア

手すり

す べ り 止
め

濡れている場所での移動や立ち座り、浴槽の出入り動作は転びやすく注意が必要です。また、
服を着替えたり体を洗ったりするなどの動作を続けておこなうため、疲れやすい動作です。疲
れは転びやすさを引き起こす原因となるため、福祉用具を組み合わせて、安全で楽に行える環
境をつくりましょう。

浴槽の出入りが難しくなっても、シャワーキャリーを使いシャワー浴をすることが可能で
す。また、リフトタイプのシャワーキャリーを使うことで移動式リフトに連結させて、座っ
たまま浴槽の出入りをすることができます。
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整容の自助具

自助具とは自らの動作を助けるための道具です。使う目的にあわせ自分が使いやすいものを
選びましょう。食事や整容などに使う自助具の一部を紹介します。

食事の自助具

フォームラバー

柄を太くして握りやす
くする

滑り止めシート

皿の下に敷いて滑りに
くくする

すくいやすい皿

食物をすくいやすいよ
うに皿の一方にふちが
ついている

ユニバーサルカフ

手に装着し道具を持つ
動作を補う

箸蔵くん

持ちやすく、食べ物が
つまみやすい

レボ電動歯ブラシ

ブラシの向きを変えられる

台付きつめきり

台をつけて手のひらで押
して爪を切る
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腕の筋肉が弱くなってくると、一定の位置で腕を止めておくことが難しくなってきます。また、疲れやすく
なるので、自分にあった楽な姿勢で動作を行いましょう。

動作の工夫
テーブルに肘を付いて、服を掴みなが
ら着替えを行います

服や靴にボタンや紐の代わりにマジック
テープをつけると着脱がしやすくなります

『上着』：介助する場合には肩から腕にかけて開くようにすると腕を通しやすくなります。

『下着』：男性は、前チャックを長めに開け、女性は、面であけられるようにしましょう。

-23-

道具の工夫
電動歯ブラシの向きを調整します



よく使うものは手近な所へ置く重いものを運ぶときはワゴン
を利用する

作業は低い位置で行う

家事全般を一人で行うことは、とても負担がかかります。家族の方と分担したり、社会サービスを利用
したりするなどして負担を減らしましょう。また移動距離を最小限にするなどして自分が作業しやすい工
夫をしましょう。

『マイスプーン』
レバーの位置が調整でき、手足又はあ
ごでレバーを操作して食べ物をすくい
口まで運ぶ

スプーンやフォークを持つことが困難になった場合でも、写真のような食事介助機器を使うと一人で食べる
ことができます。
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ALSでは、唇、舌、あごの動き、軟口蓋、呼吸筋が弱くなったり、つったりして、言葉の発音が不明瞭にな
る構音障害がでてきます。特にラリルレロ、パピプペポの発音がしにくくなります。同時に、手や指の筋肉
も弱くなるので、筆談も難しくなり、コミュニケーションがとりにくくなります。

コミュニケーション障害の進行を抑えるために、唇、舌、顎の動きや呼吸筋の低下を防ぐ運動を行いま
しょう。日常使っている部分でも意識的に大きく力を入れて動かすことは、機能維持に効果があります。

口を大きく開けて・・・パッと閉じます 唇を突出して・・・キュッと横に引きます

出来るだけ大きく
交互に5～6回繰り返しましょう

唇をすぼめて左右に動かします

舌を出したり・・・引っ込めたりします 舌を左右に動かします

舌を上下に動かします

「コミュニケーション障害」
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言葉が聞き取りにくくなったら、話し方を変えたりコミュニケーションの方法を変えていきます。

携帯用会話補助装置
「トーキングエイド」

言葉が伝わりにくくなったら、キーを
押して言葉を作り、音声で読みあげる
「会話補助装置」を使ってみましょう。
持ち歩いて膝の上などで使うことが出来
ます。

キーボード入力補助「アームバラン
サー」 腕の重さを免荷してキー
ボードを打ち易くします

キーボード入力補助「マウススティック」
口にくわえたスティックでキーボードを
入力します

構音障害がでてくると発話や筆談でたくさんのことを伝えるのは難しくなるので、ワープロやパソコンを活
用しましょう。パソコンは、体の極一部を動かせば操作することができるので、重要なコミュニケーション手
段となりますので積極的に活用しましょう。
手の力が弱くなってキーボードを押すことができなくなったら入力補助具を活用しましょう。

・ 話したい中心の言葉を最初に話しましょう。例えば「薬」と言っておいてそれから薬をどうした
いのか話すと聞き手が推測し易くなります。

・ 一区切りごとに息を継ぎます。特に重要な単語の前では息継ぎをして大きな声で話しましょう。
・ 唇と舌の動きを大きくして音がはっきりするようにします。
・ 顔の表情やしぐさを加えて話しましょう。

・ 対象者の表情と口元に注目して聞きましょう。声が十分に聞こえなくても唇の形で言葉を推測することがで
きます。

・ 分からないところは聞き返し、ゆっくり話してもらいます。
・ 先読みをせずに対象者が話し終わるのを待ちましょう。
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頻繁に伝えたい内容は、あらかじめカードやボードに書いておき、その中から伝えたい内容を選んで伝

えます。日常生活の中での介護に関する依頼などは語句ボードに書いて番号をつけておくと、番号を伝

えるだけで依頼することができ、効率よくコミュニケーションをとることができます。

話しにくくなり、筆談も難しくなったら、文字盤を使って意思を伝える方法があります。透明なアクリル板など
に五十音や数字を書き、指やマウススティックで指したり、介助者に順に指してもらったものを瞬きなどで合
図して伝えます。

マウススティックで文字をさします 介助者の指が目的の文字にきたら瞬きで合図します

最初に行を指

し、次にその

行の 文字を

指していきま

す。

視線を合わせて読み取ります

向かい合って座り、目的の文字を見つ

めてもらいます。文字盤を動かして対象

者と介助者の視線が一直線になるよう

にします。その時、眉間に見えた文字を

読みます。

文字盤の3つの使い方

言葉が話しにくくなると、介助者の質問に「YES」「NO」で答えてコミュニケーションをとることがでてきます。

無理なく正確に動く場所を用いて「YES」「NO」の合図を決めておきましょう。例えば「YES」だったらゆっくり

大きく瞬きをする、「ＮＯ」だったら瞬きをしないというように決めておくと顔の表情もみながら返事を確認する

ことができます。
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キーボードを押すことができなくても、一つのスイッチが操作できれば、パソコンを使ってコミュニケーションを
取ることができます。パソコンの画面に五十音表が表示され、その上をカーソルが自動的に動くので、目的の
文字のところでスイッチを入力し、文章を作っていきます。
入力した文章を、音声で読み上げたり、パソコンにモデムをつないで電子メールやインターネットを活用する
こともできます。

「伝の心」
五十音表の上をカーソルが自動的に動いています。登録
されている語句や文を使って効率良く文章が作れます。
電子メールとインターネットが活用できます。

体の一部をわずかに動かすことができれば、その機能を生かしてスイッチの操作ができます。さまざまな
スイッチがありますので、無理なく確実に操作できる方法を探し、スイッチを選んで使いやすいように固定
します。作業療法士やコミュニケーションエイド取り扱い業者などに相談するとよいでしょう。

息を吹きかける
声を出す

紐を引く

黄色い部分を押す

ひとさし指を
わずかに曲げる

眼鏡につけた赤外線センサー
を瞬きで反応させる

眉毛を動かして
銅板を反応させる

スイッチの操作方法
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【日常生活用具給付】

対象者：両上下肢の機能全廃（身体障害者手帳・肢体１級）及び言語機能喪失（言語３級）した者

であって、コミュニケーション手段として必要があると認められた者

対象機器：携帯用会話補助装置

基準額：96,000円

【重度障害者意思伝達装置】

対象者：両上下肢の機能全廃（身体障害者手帳・肢体１級）及び言語機能喪失（言語３級）した者

であって、コミュニケーション手段として必要があると認められた者

対象機器：瞬き、筋電センサーなどの特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用し得る意思

伝達装置

基準額：500,000円

身体障害者福祉法

コミュニケーションエイド購入にあたっては、福祉制度による補助がありますので、市町村の福祉課に
相談してみましょう。

確実に操作できるスイッチがあれば、文章を作るだけでなく、コミュニケーションエイドを使って、赤外線リモ
コンのある電化製品のコントロールをすることもできます。また、介助者を呼ぶ「呼び出しコール」なども操作す
ることができます。

川村義肢（株） TEL 042-922-8188
シースターコーポレーション（株） TEL 03-5430-3700

コミュニケーションエイド取り扱い業者

エアコン

テレビ

ステレオ
ページめくり器

赤外線リモコン
コミュニケーションエイド

環境制御装置（ECS）

コミュニケーションエイドの画面上に
赤外線リモコンの操作コマンドがでる
ので同じスイッチで電化製品が操作
できます
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嚥下は食べ物が噛み砕かれ（咀嚼・そしゃく）、胃に送り込まれるまでの不随意な動作の過程をいい、唇
や舌や頬、咽喉などが協調して働きます。徐々に顎や舌の筋力が低下すると、咀嚼する力が弱まったり、
口の中の食べ物をまとめたりすることが大変になっていきます。またのどの筋肉が麻痺すると飲み込みに
くくなり、誤って気管に食べ物が流れ込んで（誤嚥）むせたりします。食事をしているときにこれらの症状
が出始めたら早めに主治医にご相談ください。

①食物の咀嚼と食塊形成 ②咽頭への送り込み
同時に鼻との間の通路を閉鎖

③気管閉鎖
④食道への送り込み

③の過程がうまくいかないと、気管に食べ物が入り、誤
嚥性肺炎を起こす原因となる。

口唇を閉じて上下左右に頬を膨らます

食事の前におこなって、噛んだり飲み込んだりするの
に必要なほほや首や肩などをほぐしておきましょう。

ゆっくり肩の上げ下げをする

「嚥下障害」
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また嚥下動作は呼吸や発声の動作と共通した筋肉や関節を使うため、呼吸や発声を維持する機能

訓練をすることで嚥下動作も維持できる場合があります。

①咀嚼や飲み込み動作に必要な舌・口唇・頬・顎の筋力・柔軟性の維持

→ コミュニケーション障害の機能訓練（p25）を参照

②気道閉鎖・排痰に必要な呼吸筋・腹筋の維持、胸郭の柔軟性維持

→ 呼吸障害の機能訓練（p38）を参照

③食べやすい姿勢を保つための頚部・体幹の柔軟性維持 → 運動障害の機能訓練（p7）を参照

訓練では動きの悪いところを中心にすこしずつ行いますが、症状によって内容が異なりますので医

師または言語聴覚士にご相談ください。

固形物を噛み砕いたり飲み込んだりすることが大変になってきたら、ミキサーやすり鉢ですって飲み込みやすく

したものや、ゼリーなどの半固形物を食べるようにしましょう。食事量も少なくなるので必要な栄養量が取れるよう

気をつけましょう。

水分にむせやすくなったら、時間をかけてゆっくりと飲み込むようにしましょう。また、食べ物をやわらかくしたり、

濃度を均一にしたりすることもひとつの方法です。

指や腕に力が入らず口元まで運ぶことが大変なときは、ＡＤＬの項でいくつかの自助具を紹介しているので参

考にしてください。

※むせがひどくなったら主治医に相談しましょう。

水分にむせることが頻繁になると誤嚥を起こしやすくなります。より食べ物をやわらかくし、水分にはとろみをつ

けて飲むようにしましょう。

＊片栗粉やくず以外にも、市販の増粘剤があります。

＊水分摂取量が少なくなるので、こまめに水分を取りましょう。

食事は単に栄養補給や習慣で行うものではなく、おいしいものを味わう喜びや、家族や親しい友人たちと食卓を囲

んで楽しく過ごす時間でもあります。嚥下障害の進行に伴って誤嚥性肺炎や栄養不良が起きやすくなりますが、早め

に対応策を講じ食事を楽しく続けてほしいと思います。
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①噛まないでよい物
②ひとかたまりになりやすく、きめが細かい物
③表面がツルツルとして滑りが良い物
④適度の粘り気がある物

例： すりおろした山芋、刻んだ納豆、押しつぶしたバ
ナナ、卵豆腐プリン、ヨーグルト

かみにくい場合

柔らかく煮る

野
菜

包丁目を入れる 張り付きやすい葉ものは刻む

肉

柔らかく調理して食卓で小さく刻む 小さめの肉だんごにする

魚 ごは
ん

形のまま出して食卓で骨などを取る やわらかめに炊くかおかゆにする
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むせやすい、飲みにくい場合

片栗粉、くずなどでトロミをつける ゼラチンで固める

増粘剤を入れる。少なめに入れて４～５分まつ いも類、かぼちゃはゆでてペースト状にする

30度仰臥位

利点 食べ物が気道に入りにくい
頚部に余計な力が入らない

難点 頚部が後傾しやすい
食事が見渡せない
自力摂取が難しい

利点 気道の開閉がしやすい
食事を見渡せる
自力摂取がしやすい

難点 誤嚥しやすい
座位バランスがとりにくい

椅子座位
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緊急の事態に備えて、早めに吸引器を取り寄せ使用方法を看護師さんなどから教わっておきま

しょう。もし、食べ物がのどにつまり呼吸困難になったら、あわてずに１１９番に電話して救急車を呼

び、一方で次のような応急処置をとりましょう。

指を口の中に突っ込んで食べ物をかき出します。吸引器があれば口と鼻の中に管を入れてのどの

部分を吸引します。これでも食べ物が取り出せない時は以下の方法をとりましょう。

患者さんが起きている場合

食事の前におこなって、噛んだり飲み込んだり
するのに必要なほほや首や肩などをほぐしてお
きましょう。

患者さんが寝ている場合

体を仰向けにし、顔は横に向け２本の指をのどの
奥まで突っ込んで舌を押し下げます。もう一方の
手で横隔膜を上方へ突き上げるように押して、気
管に入ったものを吐き出させます。
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鼻からチューブを通し、胃に直接流動食を入れる方法で、手術は不要で簡便です。ただ、常に鼻から

チューブが出ているので外から見て目立つこと、鼻から咽頭の部分に異物感があり鼻粘膜が荒れやす

いこと、耳管が閉じて中耳炎を引き起こしやすいこと、さらに、肺炎や逆流性食道炎を起こす可能性があ

ることなどが短所としてあげられます。

経鼻経管栄養法

チューブは、定期的に交換します。自然に抜ける場合もあるので、

毎回、確実に胃の中にチューブが入っていることを確認してから

流動食を入れます。

流動食は人肌程度に温め、点滴のように速さを調節しながら１～２

時間かけて注入します。終わったら白湯を注射器で注入します。

チューブがつまるのを防ぎ、水分の補給にもなります。

胃瘻造設法

胃瘻造設法とは、腹部に６～７ミリ程度の孔を開けて、胃の中とお腹の外をつなぐ短いチューブ（もしく

はボタンタイプ）をつける手術のことです。最近は、内視鏡を使用して簡単に胃瘻造設手術 （PEG）がで

きるようになりました。局所麻酔だけの１５分くらいで終わる簡単な手術で、手術直後に少し痛みはありま

すが、傷口の状態がよくなれば手術後２～３日目から流動食を注入でき、普段と同じ生活ができます。

服を着ていれば、外見は普通の人とまったく変わりません。

孔にキャップをして、シャワーを浴びることはもちろん浴槽につかることもできますし、普通の人と同じよ

うに石鹸でからだを洗って清潔にしておけば、管理はとても簡単です。ただし、定期的に主治医の先生

によってチューブ （ボタン）を交換する必要があります。

流動食は、経鼻経管栄養法と同様のものを使用します。胃瘻の場

合は胃の中に直接流動食を注入するので、経鼻経管栄養法に比べ

肺炎が起こりにくいのが特徴です。ただし、胃瘻造設をしても口から

唾液などが、気管へ落ち込むことは完全に防止できないので、肺炎

には気をつけていなければなりません。また、食道への逆流性食道

炎は完全には予防できません

栄養摂取量を栄養士にチェックしてもらい、必要な栄養量が不足していたら、早めに経管栄養をお

すすめします。誤嚥による肺炎や窒息の危険を防ぐ目的もありますが、むしろ十分な栄養を摂取するこ

とによって、体力の低下を防ぎ生活の質を向上させるという大きな目的を持っています。

経管栄養法には、大きく分けて次の２つの方法があります。

①鼻から胃まで細い管を通す 「経鼻経管栄養法」

②胃に直接小さな孔をあける 「胃瘻造設法」

これらの方法のどれがよいかは、主治医の先生に長所、短所をよく聞いた上で判断してください。
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嚥下障害が進むことで最も困ることは、誤嚥性肺炎を引き起こすことです。経管栄養や胃瘻でも、食道

に落ち込んだ唾液や逆流した胃液が、気管へ落ち込むことがあります。

喉頭摘出術は、気管の通路と食道の通路を完全に分けてしまうので（図参照）、誤嚥性肺炎の危険性を

完全に排除することができます。さらに、口は食道につながっているので、食べ物を誤嚥の心配なしに安心

して味わい飲み込むことができます。味覚は損なわれないので、誤嚥性肺炎により生命をおびやかされる

危険性が高い方で、味覚への思いが断ちがたい方の場合は、考慮してよい選択です。

しかし、手術は全身麻酔で行なうので、２週間は水も飲めないなどの影響があることも事実です。せっか

く手術しても、基本的な嚥下機能が低下しているので、普通食をパクパク食べられるようになるとは限らず、

栄養を他の方法（経鼻経管栄養など）で補う必要があることもあります。また、気管切開を行なうため、人工

呼吸器を用いながら食事をすることもできますが、声は特殊な装置を使わなければ出すことができません。

喉頭摘出術は、上に述べた利点と短所をよく理解されたうえで決めてください。



呼吸運動は、横隔膜が下へ押し下げられて酸素を含んだ空気を吸い込み、肋間筋や腹筋が働いて
二酸化炭素を含んだ息を吐き出します。まず、肺により多くの空気を送り込めるように、深呼吸訓練をし
ましょう。約4秒間で息を吸って8秒間で吐くように深呼吸をし、少し休んで5～10回繰り返し行ってくださ
い。

ベッドに寝て行う場合

腹部の上に本などをのせて、約10分間ゆっくり

呼吸をする。無理なく10分間呼吸ができるよう

に最初は500gくらいから開始し、徐々に1kg程

度まで増やしていきましょう

ＡＬＳの呼吸障害は、最初ほとんど自覚症状がなく、自覚症状が出てきたときは、かなり症状が進行して
いるので、症状がでる前に、呼吸筋を鍛える訓練を始めましょう。呼吸筋を少しでも長く維持するために、こ
うした訓練を早いうちから行うことをおすすめします。訓練の回数や時間は個人の症状によって異なるので、
主治医の先生や理学療法士に相談しながら、続けられる限り行いましょう。

ＡＬＳでは、呼吸筋が弱くなってきますが、はっきりした自覚症状として感じとれないこ
ともあります。気がつかずに進んでいることもあるので、以下のような症状がないか注意
しましょう。

なんとなく夜眠れない

大きく息を吸えない

大きな声がでなくなる

日中疲れやすくなる

呼吸数が増え脈が速くなる

上記のような症状がみられたら呼吸障害が進んでいる可能性があるので、主治医の先生に
相談しましょう。定期的に呼吸機能の検査を受けて、さらに呼吸障害が進んだときにどのよう
に対処していくのか考え、準備をしておきましょう。

夜中の睡眠が浅く、何度か眼が覚めることがあります。通常でも睡
眠中の空気交換量は減るのですが、呼吸筋が弱くなると更に空気
交換量が減り寝苦しくなります。

呼吸筋が低下すると、大きく息を吸ったり吐いたりできなくなります。
深呼吸をしようとしても「十分息を吸えない」ような感じがします。

話すときに大きな声がでなくなります。「なんとなく声が小さくなっ
た」と周囲の人が気づいたら主治医の先生に相談してください。

「日中なんとなく疲れやすく感じる」「不安でいらいらする」など不定
愁訴のような症状が現れるのは、呼吸障害が原因していることも
あるので、主治医の先生に相談しましょう。

1回の呼吸による換気量が減るので、呼吸数、脈拍数が多くなります。

「呼吸機能障害」
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椅子に座って行う場合

介助者は患者さ

んの腹部の上に

手を置きます。

患者さんは、鼻

から息を吸い腹

部を膨らませな

がら、介助者の

手を押し返しま

す

口を細くしながら、

ゆっくりと息を吐

き出します。介助

者は患者さんが

息を吐くときに腹

部がへこむのを

確認します

呼吸に必要な筋力を維持するために、介助者の手を借りて肋間筋・腹筋のストレッチをしてみましょう。
呼吸するときに、胸の動きを柔軟にするための運動です。

あお向けに寝て行う場合 介助者は片方の手を肋骨の下の部分に回し、

もう一方の手を胸に置きます。患者さんが息

を吐き出すときに、タオルを絞るように両手を

ねじります。わき腹から胸に向かって3ヶ所に

分けて行い、同様に反対側も行いましょう

クッションを入れましょう

呼吸筋が弱ってくると、肺や気道の分泌物（痰）を吐き出す力が弱くなります。咳をする力を
維持する訓練を早いうちからはじめ、分泌物をためないようにしましょう。

深呼吸をした後、

その空気で2度咳

をします。

このとき、介助者

が咳に合わせて

お腹を押すと効果

が高まります

最初は小さな呼

吸と咳から始め、

徐々に大きくして

いき、最後に大

きな呼吸と強い

咳をします

手を腹部において、数回息を吐き出す。最後にもっと
強く息を吐き、腹筋がしまるのを感じながら咳をしま
す。
咳をしようとして疲れるようなら、咳を誘発するために
「ハーッ」と息をふきだすことをくり返しましょう
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呼吸筋がさらに弱くなると、息苦しさがでてきます。姿勢を変えることで呼吸が楽になる場合がありますの
で覚えておくと良いでしょう。

あお向けで寝ると息苦し
い場合、横を向くと楽に
なります

少し背中を丸
めて座り、手
で上体を支え
ます

手足や体の脱力が進んでいなければ、横に
なっているより座った姿勢のほうが楽な場合
があります

机の上に枕を
置き、抱える
ようにして頭
を乗せます

やわらかくするために水分をとる

肺や気道から分泌される痰は、粘ってくると出しにくくなります。水分を多め（1日に1500cc以上）とるように注意しま
しょう。

室内に加湿器を置く

痰をやわらかくするために、室内に加湿器を置いたり、お湯を沸かしたりして、夏50～90％、冬40～60％の湿度を
保つようにしましょう。

痰を出しやすい体位をとる

腹式呼吸で
深呼吸を5～6
回します

腹部に手を当てて、

意識的におへその

あたりを膨らませる

ようにして息を吸い

込み、吐き出します
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枕を当てて少
しうつむき加減
で横向きになり
ます

右を下にして
数分間、左を
下にして数分
間、これを何度
か繰り返します

枕なしで横になり、あお
向けやうつぶせを数分ず
つ繰り替えします

うつぶせになって、枕を腹の下に入れ、
顔を下につけます。最初は１～2分、慣れ
たら10分くらい続けて、肺や気道に溜
まった痰を重力の力で口のほうに押し出
します。その後、胸をたたいて咳払いをし
て痰をだします

叩打法（タッピング）をしてもらう

まず、深呼吸を

数回行い、空

気を肺の奥ま

で送り、痰の粘

り気をできるだ

け少なくします

次に、患者さんが息を吐

いているとき、手の平をお

椀のように丸めて、パカパ

カと音が出るように、外か

ら内側に向かって （肩か

ら胸へ、脇から胸の中心

へ）できるだけ何度も叩き

ます

横になり、体の

上半身と下半

身にクッション

を入れ、抱きか

かえるような姿

勢を取ります

介助者は、背中を下か

ら上へ、上から下へ背中

から胸へと軽くリズミカ

ルに叩きます。これを繰

り返し約2分間行った後、

反対側を向いて反対側

の背中をタッピングしま

す
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鼻マスクタイプ人工呼吸器

気管切開の手術をせずに鼻にマスクをあてて小さな

人工呼吸器から空気を送り込む方法です。比較的軽い

症状のときに多く使われている療法で、夜間だけ使用

して昼間は自立呼吸ですごしている人もいます。

しかし、嚥下しにくくなったり、痰を自分で吐き出すこ

とができなくなると、この型の人工呼吸器は使えなくな

るので、長期間継続して使用するには限界があります

。

気管切開をして人工呼吸器に接続するタイプ

人工呼吸器は、呼吸

を通して行われる炭酸

ガスの排泄と酸素の取

り入れを助けてくれます。

適切に調整されると血

液中の酸素濃度が増し、

体調が良くなります。

気管切開は、人工呼吸器を
つけたり、痰を吸引しやすくし
たり、食べ物の誤嚥を防いだ
りするために行います。気管
切開をすると発声が困難にな
りますが、舌や口の筋が動く
場合は、声を出せるカニュー
レもあります。

気管カニューレ 声帯

カフ

食道

気管切開

人工呼吸器

自立呼吸が困難になってきたら、人工呼吸器の助けを借りる方法があります。呼吸困難になるのは、

肺の機能が侵されるのではなく、呼吸する筋肉が弱くなるためです。この筋肉の代わりをするのが人工

呼吸器であるといってよいでしょう。

人工呼吸器には、大きく分けて2つのタイプがあります。ひとつは、鼻マスクによって呼吸を補助するタ

イプ、もうひとつは、気管切開をして人工呼吸器に接続するタイプです。

-41-



呼吸が徐々に苦しくなってきて、主治医の先生から人工呼吸器をつけなければ呼吸困難に陥るとい
う説明を受けたときに、「人工呼吸器はつけない」と決断する人もいます。その人の文化的・宗教的価値
観や介護の環境など、さまざまな要素からこの結論がだされていると考えられるので、家族をはじめ医
療スタッフは本人の意志をいちばん大切なものとして尊重します。
患者さんがこうした決断をしたときは、主治医の先生が症状をコントロールするために、緩和ケアを指

示してくださいますから、呼吸の症状について随時相談しましょう。

気管切開をして人工呼吸器をつけるかどうかを決めることは容易なことではありません。しかし、症状
が軽いうちにいろいろな情報を集め、それについて考えておけば、呼吸障害が進んできたとき、自分
の意志で人工呼吸器をつけるかどうか決めることができます。呼吸困難になり、混乱しているときに急
いで決めなければならない事態だけは避けたいものです。
現在日本では、人工呼吸器をつけて長期入院するのは困難な場合があるので在宅で療養すること
も念頭におきましょう。
気管切開をして人工呼吸器をつけるかどうかを検討するとき、主に以下の３つの要素について考え
てみてください。

① 人工呼吸器をつけて、どこでどのように生活するか

（病院に長期入院が可能かどうか）

② 経済的な保証があるかどうか

③ 在宅療養する場合、介護者が確保できるかどうか

人工呼吸器を装着しても、呼吸器を車いすの後に搭載することで、ベッドから離れた生活ができます。
外出することも可能です。いたずらに呼吸器を恐れることなく勇気を持って導入しましょう。

人工呼吸器

人工呼吸器を装着しての外出 ～新潟の海～
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「いつもと違う」様子に気づいたら、
早めに医師か看護師に連絡を取り
ましょう。

この病気は進行性であり、麻痺は進んでいきますが、手足の筋、呼吸の筋などの麻痺の進む
速度や程度は個人によってかなり差があります。麻痺のために命を奪われることはありません。
しかし、食物をのどに詰まらせる、つまづいて骨折する、肺炎や腸閉塞をおこすといった合併症
をきっかけに体調が悪化することがあります。そのため、日頃から全身の観察をしっかり行って、
合併症を予防しましょう。

①主治医に観察のチェックポイントを確認しておく。
②本人の訴えに耳を傾ける。表情を読み取る。
③声をかけ、身体に触れ、体調の変化を知る。
例えば、食欲、睡眠、受け答え、排便、排尿、歩き方、姿勢など。

④全身の変化はないか観察する。

・ 表情・顔色 （ぼんやりしていないか、ほてっていないか、青ざめていないか）

・ 皮 膚 （むくんでいないか、色つやや弾力性はあるか、乾燥していないか）

・ 目 （とろんとしていないか、まぶたにむくみはないか）

・ 口 （口臭はないか、唇の乾燥はないか）

・ 声 （しゃがれていないか、弱くなっていないか）

・ 耳 （聞こえ方はどうか、耳垢、耳だれはないか）

・ 麻痺のある人は健側の脇の
下で

・ 脇の下の汗をふき取ってから
・ 体温計の先端を密着させ腕を

下ろす

・ やせていてはさみにくい場合
体温計の下にタオルをあてて
固定する

・体に触れて、いつもより温かい
・汗をかいて、つらそうに見える
・目がうるんで、だるそうな感じ
・寒気や頭痛、痛みを訴える
・食が進まず、元気がない
・吐き気がしたり、吐いたりする

体調の変化をチェックするために、体温や脈拍、呼吸数の正しい測定方法を覚えておきましょう。また、
測定した時刻と数値の記録をしておきましょう。

体温の測り方 こんなときは体温測定を！

第三章 介護の基本
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脈拍・呼吸数の測り方

人さし指、中指、薬指をとう
骨動脈（親指のつけ根の下
あたり）にあてて数える
1分間に60～100回が普通

脈拍数を測り終えたら、手を
あてたまま、胸の上下する回
数を数え呼吸数を測る
1分間に14回～20回が普通

血圧の測り方

・上腕で測るタイプがよい
・衣服で上腕を締め付け

ない
・心臓の高さで測る

・食事や入浴、運動直後は
避け、30分くらいたってか
ら測る

・深呼吸をして気分を落ち着
かせて測る

血圧値は変動しやすいので記録をとっておくとよいでしょう。

嚥下障害などにより栄養が十分に摂れず体力や抵抗力が低下すると、少しのきっかけで感染し易く、
病状が急激に悪化することもありますので注意しましょう。

・身体の清潔を保つ。手洗いは介護者も本人も十分に行なう

・寝具、衣類は清潔に保ち、室内の清掃、換気も十分に行なう

・風邪、インフルエンザを防ぐ

流行時の外出は
なるべく避ける

外出時にはマスク
をする

帰宅後は必ず手洗い、う
がいをする

かぜをひいた人は
なるべく近寄せない

水分を十分にとり、
室内の乾燥を避け
る

インフルエンザの予
防接種は医師に相
談する
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ALSの患者さんでは、口腔内の感覚や味覚は障害されませんが、顔面表情筋の低下、咀嚼嚥下筋の低下、
顎関節の拘縮（開口量の低下）、顎骨の萎縮や変形、唾液分泌機能、舌運動機能の低下があり、廃用症候群
の予防のため、摂食嚥下リハビリテーションが必要になります。
また、萎縮した舌が歯と常に接触して、口腔粘膜や舌に炎症をおこしやすいと言われています。運動失調や
不随意運動を症状とする神経難病の場合には、舌を噛んでしまって傷になっていたり、自分の歯で歯肉がえ
ぐれていたり、口唇の粘膜に潰瘍を形成してしまう事があるので、食後に歯磨き、チェックが必要になります。Ａ
ＬＳの患者さんの場合、口の中を清潔に保つということは虫歯の予防、肺炎の予防だけでなく、上記のような留
意点があることを忘れないでください。
もし、通院できなくなっても専門的な口腔ケアが月4回医療保険と介護保険で認められていますので、主治医
やケアマネージャーに歯科医師、歯科衛生士の派遣を相談してみましょう。

指にガーゼを巻き、うがい薬を入
れたぬるま湯につけて拭く

割り箸の細いほうにガーゼ
を巻く

スポンジのついた市販品を
使う

歯磨き、うがいが十分できないとき

・うがいをする
口の中全体に水が行き渡るよう
にブクブクして捨てる

・ブクブクできないとき
水を含んだら頬をおす。口角を指で下げ、水を流し、うがい受けへ

口の中をきれいにする
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清潔にするということは、新陳代謝を促し、気分転換や感染予防にもなります。しかし、入浴介助は重
労働です。できるだけ訪問入浴サービスなどを利用した方がよいでしょう。入浴できない場合は、清拭す
るか、手浴、足浴などの部分浴を行いましょう。

週一回程度入浴できる場合は、石けんや清拭剤を使わなくても大丈夫です。使うときは、湯を用意
し、2度拭きで洗剤分を取り除きます。

一枚を熱い湯につけ、乾
いたタオルと重ねて絞る
と熱くない

ぬらして絞ったタオルをポリ袋
に入れて電子レンジで加熱す
る。8本で4分程度

二重のポリ袋に入れ、取り
出すごとに口を閉め、発砲
スチロールの箱に入れる

蒸しタオルの準備 冷まさない工夫準 備

清 拭

順序と拭き方

・室温は22～26℃。排泄を済ませておく
・拭く部分以外はタオルケットでおおう
・拭いた部分は熱めのタオルを当てて蒸すと気持ちがよい
・拭いた部分ごとにバスタオルで水分を拭き取り次に進む

①顔：左右の目の
周囲はタオルの面
を替えて拭く

②腕、手：脇の下、
手のひら、指の間
を忘れずに

③胸、おなか：おへそ
の周囲は「の」の字に

④背中、お尻：床ずれのおき
やすいところを観察

⑤下肢、陰部：片足ずつ
立てて膝を支えて拭く
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手 浴

指の間、手の
ひらをしっかり
洗う

起きられないとき

なるべく上体を
起こし、介助で
洗う

体を拭く「清拭」よりも準備も作業も楽で汚れもよく取れます。時間もさほどかからないので、
本人への負担も比較的軽くすみます。

足 浴

②片足ずつ洗い流し、水気を拭いタオルへ置く

③乾いたタオルで水分をふき取る

④保湿クリームをぬる

①15分くらい両足をつける

足浴の効果
・血行がよくなり、冷えを防ぐ
・温まり、寝つきがよくなる
・爪が柔らかくなり切りやすく

なる
・関節が動かしやすくなる

軍手は指の間
を洗いやすい

足の裏は強めに腰かけられない
ときはベッドで

陰部洗浄

陰部は不潔になりやすく、特に女性は細菌感染から膀胱炎などをおこしやすいので清潔に
しておきます。肛門部は用便後に温水シャワーかぬるま湯などできれいに洗えるのが理想で
す。工夫するとともに羞恥心を配慮して行うようにします。

シャワーボトル

タオル

ビニール

便器
紙オムツで代用してもよい

シャワーボトルの代用に
ペットボトル、洗剤容器を
使用してもよい
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便秘を防ぐ水分、食物繊維の取り方

食後や薬の服用時
に多めの水分を取
る

食事には野菜や海藻、
きのこなど食物繊維
の多い食品を取り入
れる

おやつには食物繊維
の多い果物、腸を刺
激し、便のすべりをよ
くするヨーグルトを取
る

野菜などは繊維が残
るように細かく刻む

起床後すぐに水分を
取る 朝食後の排便を習慣に

する

起きている時間を長くする
動ける場合はできるだけ
動く

腹部をマッサージしたり、
腰や足の運動をする

ベッド上での排泄でもなるべく
上体を起こすと腹圧をかけや
すい

便秘を防ぐ生活の工夫

ＡＬＳでは、直腸膀胱の括約筋はほとんど侵されません。しかし、四肢筋の障害で排尿排便の動作ができ

なくなります。排泄は生理現象なのでつらいことです。気がねして水分摂取を控えたり、我慢したりすることが

逆に排泄の障害になっていることがあります。気がねさせないように、楽にできるように気を配り手際よく援助

したいものです。
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食べ物が飲み込みにくくなってくると食べる量が減ってきてしまう可能性があります。栄養のとれたバラ
ンスの良い食事がとれなくなってくると、体力が低下し体調も崩しやすくなります。栄養摂取量を栄養士
さんにチェックしてもらい、必要な栄養量が不足していたら、早めに栄養の取れる方法を考えましょう。

水分の摂取量が不十分になると
脱水をおこす危険があります。
１日、１．５ℓ～２．０ℓ程度の水分を
摂取するようにしましょう。

こんなときは脱水に注意

○食べる量が少ない

○嘔吐、下痢をしている

○発熱、咳、痰がある

○床ずれがある

脱水のサインに気づこう

○皮膚の弾力性が低下

○口の中や痰が粘々する

○尿の回数や量が減る

経管栄養食に用いる流動食は、市販のものを利用することもできます。市販の経管栄養食の中には、ナト

リウム、カリウムなどの電解質や、鉄、亜鉛、銅などの微量元素の含有量があまり多くなく、長期に使用する

と欠乏する栄養素があります。その予防として、家族と同じ食事をミキサーにかけ、それを濾して注入する

方法があります。足りない栄養素を補える上に、家族が食べるものと同じ物をとることによって、味わえなくて

も満足感が得られます。献立を患者さんに見せて、目の前でミキサーにかけて流動食を作ると、目で味わう

楽しみも出てきます。

経管栄養食を使用して便秘や下痢などの症状を起こした時は、成分だけではなく、濃さや注入のスピー

ドが原因していることもあります。いろいろな種類があるので、合わない場合は主治医の先生と相談しなが

ら他のものを試してみるとよいでしょう。主治医の先生が処方してくれるものは、医療保険でまかなわれます

から負担は少なくてすみます。

薬の管理は、目的を理解し、体調の変化をチェックするために本人がするのが理想です。飲み忘れ、飲

み間違いを防ぐために、仕切りのあるケースを利用するとよいでしょう。そして、副作用や「いつもと違う」様

子に気づいた時は、早めに医師か看護師に報告し指示を受けましょう。

食後（食後３０分以内） …胃が荒れにくい
食間（前の食事の２～３時間後） …食べ物による吸収低下を避ける
食前（食事の３０分くらい前） …食事の時に効果を出す
寝る前（就寝直前か１時間以内） …就寝時か朝に効果を出す
時間ごと（一定の間隔をあける） …薬の血中濃度を一定に保つ
頓服（必要な時だけ服用） …痛み、発作などを抑える
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多くの人が支える在宅療養

人工呼吸器をつけるか否かにかかわらず、腕や脚の障害が進んだ状態で在宅療養するには、介護
をする家族やそれに代わる人以外に、訪問看護師、保健師、ヘルパー、ボランティアなどの介護サ
ポートチームを必要とします。介護をすべての家族だけで行うのは負担が大きく、介護疲れを招く
こともあります。介護保険制度、支援費制度、医療費補助制度を利用して、一人の人に負担がかか
ることのないような体制を作るように試みてください。
（詳しくは『ALSに関する諸制度と手続き』の項目をご覧下さい）

病院の神経内科専門医

ALS の治療、療養指導、地域の病院連絡、
病院でのショートステイの手配など

人工呼吸器を装備
した救急車が緊急
時に出勤してくれ
るかどうか確認

家事の補助や
ケアの補助

ボランティア

消防署

ヘルパー

家事の補助や
ケアの補助

地域の病院

緊急時の対応を
依頼

保健師

療養生活上の指導や、ケ
アチームの統合調整など

地元の開業医

訪問看護師

日常の往診
を依頼

訪 問 看 護 ス テ ー
ションから訪問看
護にきてもらう

在宅人工呼吸療法に
必要な環境整備

① 介護者が吸引・アンビュー
バックによる人工呼吸法、気
管切開部の消毒などの介護技
術を習得する。

② 在宅医療にかかわる公共の福
祉サービスなどを最大限に利
用する方法を考える。

③ 地域の開業医と病院専門医、
看護師など医療関係者の緊密
な連携体制を依頼する。

④ 緊急時の応需体制（日中の連
絡先、夜間の連絡先）を依頼
する。

第四章 療養生活の準備
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在宅療養を始めるまでの手順

在宅療養を決心したら、日常の診察をお願いできるかかりつけのホームドクターを早めに見つけ
ておきましょう。ホームドクターと病院の専門医に、緊密な連絡を取ってもらうように依頼するこ
とも大切です.

ヘルパー
ボランティア

福祉サービス
の総合的調節病院に短期

入院し、家族
に休養期間
をとる

試験外泊時の問題点を検討し、
介護方法の再指導を受ける

在宅療養

在宅ケア推進会議
チェックリストを使用して在宅療養の評価を在宅
3～6ヶ月目、1年後に行う
上記以外にも必要に応じて開催

専門医・地域医療
スタッフが合同会
議を開き、連絡体
系を整える

病棟を訪問してもらう
（保健師）

介護用品の準備

家庭訪問をしてもらう
（看護師・保健師）

介護方法の指導を受ける 保健所へ連絡

在宅療養を決心

ご本人、家族、主治医、
看護師で在宅療養が可
能かどうか早めに検討

ご本人主治医 看護師 ご家族

主治医本人

ﾎｰﾑﾄﾞｸﾀｰ

看護師 保健師 保健師

試験外泊

主治医と相談してホー
ムドクターを見つける
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（人工呼吸器を装着しているALS療養者の訪問看護ガイドライン。平成11年度特定疾患患者の生活の質
（QOL）の向上に関する研究班分科会より一部改変）



医療行為が必要なとき
吸引、経管栄養など医療行為を在宅で行なう例が多くなっています。在宅で医療行為を行なうか

どうかは、本人や家族などの希望とともに、医師の専門的な判断によって決められます。家族が行
なう場合はポイントをしっかり理解して慣れることです。慣れてきても必要なポイントは手を抜か
ず、いつも確認事項を忘れないよう気をつけます。医師や看護師といつでも連絡をとり合えるよう
にしておくことも大切です。
吸引は、家族が寝る間も無くされてきましたが、平成１５年７月１７日付けで厚生労働省は、医

療関係者以外（ヘルパー等の介護者）にも一定の条件の下で認める通達を出しました。ＡＬＳの患
者さん並びにご家族の長年の悲願でありました。

① 主治医や看護師から吸引方法の指導を受けること
② 文書により患者さんが、吸引について同意すること
③ 主治医との緊急時の連絡・支援体制が確保されていること

① ヘルパー等介護者にお願いして了解してもらう
（ヘルパー等介護者を通して事業所の了解を得る事になる）

② 主治医の了承を得る
（具体的には訪問看護師を通じてもよい）

③ 本人または家族がヘルパー等介護者に同意書を提出する
（同意書はヘルパー等介護者に責任を負わせない意思表示です）

④ 訪問看護師さんから吸引指導を受け、吸引開始

緊急時の対応
緊急時の対応は、介護のかかわる全員があわてずに対処できるよう、普段から打ち合わせておく

事が大切です。できるだけ早く医師や訪問看護師に連絡できるよう電話のそばに、連絡リストを
貼っておきましょう。また、人工呼吸器の設定数値を人工呼吸器に貼っておくとよいでしょう。家
族で緊急時に判断する人も決めておき、主治医や看護師に伝えておきましょう。

災害時の事も考えて、外出セットを用意してあれば慌てることがありません。安全な在宅療養生
活を送るため送るために、普段から備品の準備と管理を忘れずに行ないましょう。

※先方からの質問に落ち着いて答える
① 病気のための救急連絡であることを告げる
② 電話をしている人の氏名と本人との続柄を告げる
③ 本人の名前と症状を簡潔に伝える
④ 住所を部屋番号まで伝える
⑤ 入院先が決まっている場合は、その旨も伝える
⑥ 人工呼吸器装着中を伝え、人工呼吸器を車椅子に設置してある場合、車椅子ごと

搭載できる救急車が必要であることを伝える。

夜間や休日に診療
を受けられたり、
入院できる医療機
関を確認しておく

出来るだけ早く訪問
看護師に連絡する。
電話のそばに連絡先
リストを貼っておく
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時期

諸制度活用事例
「ＡＬＳ」という病気は、今のところ的確な治療方法が確立していないこともあって、長期に療養
生活を覚悟しなければなりません。そこで、少しでも患者・家族の皆様に円滑な療養・介護生活を
送っていただくために、国も県も医療や福祉の面など様々な公的な支援を行っています。気持ちを
きりかえ、制度をよく理解し有効に活用することで療養生活を少しでも快適なものにしていく方策
を考えることは大切です。

ＡＬＳ患者とその家族のQOL向上のために障害の進行に伴って使える制度を実際に一人のモデル
の事例から解説します。

身体障害者手帳受給（3）
日常生活用具の給付（4）
有料道路割引証給付(13)

特定疾患医療受給者証交付
申請(1)
車いす給付申請（9）
介護用ベッド給付（12）

障害共済年金受給（6）
障害基礎年金受給（6）

意志伝達装置給付申請（10）
電気式吸引器給付申請（11）

特別障害手当（5）

介護保険制度(2)
医療保険制度(2)

人工呼吸器装着者支援研究
事業（年間260回）（14）

支援費制度（月125時間利
用）（15）

ＡＬＳの症状 治療・介護の実際 制度と諸手続き（解説番号）

S63.8

H1.8

H2.11

H4.2

H.4.8

H.6

H10.1

H11.9

H12.4

H14.7

H15.4

H15.11

左腕にだるさを感じる。普通の生活
を送るもカップ程度も重く感じる。
Ｙ病院検査入院。ＡＬＳと診断。

車の運転禁止（とっさの動作が鈍
る）。歩行に介助必要。
筋力改善（ヒルトニン注射）のため
Y病院神経内科入院。歩行困難となる。
車いすで退院。バリアフリー様式に
自宅を改造し、在宅療養が始まる。

自力での食事困難。腕を吊ってワー
プロ実施。読書はブックスタンドに
立てた本を口にくわえた棒でページ
めくり。
言葉がわかりにくく、声も小さくな
り意志伝達に時間がかかる。意志伝
達装置「伝の心」支給。
ＡＬＳ協会全国大会（仙台市）へ自
家用車にて出席。
訪問看護、介護の充実で安定した状
態で過ごす。8年続いた年2回のケア
調整会議は年1回とする。
呼吸困難になり気管切開、人口呼吸
器装着、喉頭全摘出。3ヶ月半の入院
後、在宅療養始まる。

パソコンにて精力的に意志伝達。
インターネットなどでＡＬＳ協会の
活動も行っている。
この1年間大きなトラブルもなく、呼
吸が改善され、普通食も可能。体重
増加、元気に過ごす。

職場勤務と週2回リハビリ

夫の送迎で職場勤務とリハ
ビリ継続

介護の週間スケジュールの
地域ネットワークを構築。
年2回、ケア調整会議を開催。

月1回Y病院受診（症状経過
観察、薬の処方）
週間ケアプランで順調に在
宅介護可能。
嚥下障害の緊急用に吸引器
設置する。

介護保険制度スタート
介護度５認定。ケアプラン
始まる。
呼吸器装着のため一人でい
ることはできないので訪問
看護の回数が多くなる。全
身性ホームヘルプサービス
も併用する。
障害者支援費制度に変わる。

午前８時～午後6時まで土日
を除いて公的サービスを受
けている。夜間は夫一人で
介護。
月1回Y病院受診。
週1回Ｋ病院は外来通院。
気分転換となる。

【Ａ子さんの事例】

昭和63年8月発症（37才）。平成元年8月ＡＬＳと診断。徐々に全身の筋力低下により、平成4
年、車いす生活となる。夫婦2人暮らしで日中は夫が仕事で不在のため、この時期より訪問看護、
介護などの公的サービスを受けながら在宅療養を続ける。10年後の平成14年7月、自発呼吸が困難
となり気管切開。人口呼吸器を装着する。声を失い、文字盤と意志伝達装置（パソコン）にて日常
のコミュニケーションを取っている。現在は新しい患者さんから相談を受け、自らの体験談を話し、
患者さんのピアサポートとして活動している。現在53才。

第五章 社会資源の活用
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ＡＬＳに関する諸制度と手続き方法

1. 特定疾患医療受給者証交付申請⇒保健所へ
病院でALSと診断されたら、この手続きをするとALSに関した治療の自己負担分は国で負担して
もらえます。
詳細は【参照1】

2. 介護保険制度の申請⇒市町村へ
通常は65歳以上の人（1号被保険者）は誰でも介護保険を利用できます。ALSの場合は40歳以上
の方も介護保険を利用できます。
詳細は【参照2】

3. 身体障害者手帳交付申請⇒ 市町村へ
身体障害者手帳は、身体に一定の障害を持つ人が、各種の福祉サービスを利用するために必要な
手帳です。手帳は、障害の程度によって、1級～6級までに区分されています。
詳細は【参照3】

4. 身体障害者手帳の利用
身体障害者手帳を交付されると障害の等級により、各種の援護や制度利用が可能になります。福
祉サービスの概要、身体障害者の税金の控除、減免の詳細は。
詳細は【参照4】

5. 特別障害者手当⇒市町村へ
身体に著しく重度で永続する障害があるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の
20歳以上の方に支給されます。
詳細は【参照5】

6. 障害年金と障害基礎年金⇒市町村へ
ALSの発症のために働けなくなった場合に、経済的な柱の一つになります障害厚生年金と、障害
基礎年金について制度の紹介と、請求手続きについて。
詳細は【参照6】

7. 高度障害保険金給付⇒生命保険会社へ
生命保険会社と「高度障害保険金」の契約を結ばれていれば、保険会社の約款等で決められてい
る高度障害状態に該当したときに、保険金の給付を受けることが出来ます。
詳細は【参照7】

8. 補装具、日常生活用具の給付⇒市町村へ
障害のある方が円滑に日常生活が行えるように、障害の程度に応じて日常生活用具を給付してい
ます。給付は身体障害者手帳を交付された者に限り、障害の等級によらず必要性に応じて行われ
ます。
詳細は【参照8】

9. 車いす等補装具の交付申請手続き⇒市町村へ
補装具の給付は身体障害者手帳を交付されたものに限り、障害の等級によらず必要性に応じて行
われます。
詳細は【参照9】

10. 意思伝達装置の給付申請⇒市町村へ
ALSの患者さんにとって、コミュニケーションの手段を確保することは、人間として生きる上で
大変重要なことがらです。意思伝達装置を福祉制度(日常生活用具の給付)を利用して給付を受け
られます。さらに、意思伝達装置入力スイッチの選定とスイッチ単体の再交付申請制度について
詳細は【参照10】

11. 電気式吸引器の給付申請⇒市町村へ
嚥下障害が強くなっているとき、唾液や食べ物の誤嚥を防ぐために吸引器を使います。さらに、
気管切開すると痰を吸引するとき使います。選定のポイント・給付申請方法などについて。
詳細【参照11】

12. 介護用ベッドの給付申請⇒市町村へ
在宅療養を開始される場合に、電動ベットを準備することが必要になります。選定のポイント、
給付申請方法などについて。
詳細【参照12】

13. JR、有料道路、飛行機、福祉タクシー等の割引⇒市町村へ
車いすを使用されて国内、海外旅行に関係する補助制度やノウハウについて
詳細【参照13】
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14. 在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問治療研究事業⇒保健所へ
在宅で人工呼吸器を使用しておられる特定疾患の患者さんへの診療報酬外の訪問看護事業で一人
あたり年間260回の範囲で訪問看護が受けられます。
詳細【参照14】

15. 障害者支援費制度⇒市町村へ
障害者からの申請に基づき、障害があるがゆえに日常生活を営むのに支障をきたしている状況を
勘案して、市町村がサービスの支給量（月間時間）や支給期間を決定し、その範囲で障害者自ら
が事業者と契約するもの。介護者は利用者が決めた人で事業者に登録すればどなたでも構わない。
詳細【参照15】

16. 重症難病患者入院施設確保事業⇒保健所へ
入院治療が必要になった難病患者の入院施設の確保が出来なかったとき、適時に医療の確保が行
えるよう、県内の拠点病院、協力病院の協力を得て入院施設を確保する。
詳細【参照16】
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ALSと診断されたら、年齢に関わらず、「特定疾患医療受給者証」の交付を管轄の保健所に申請
しましょう。

特定疾患医療受給者証を発行してもらえば、ALSの治療にかかった費用を国で負担してもらえま
す。ただし、保険診療の範囲外のもの(入院時の差額ベット代などの費用)は対象となりません。
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1. 特定疾患受給者証

特定疾患医療受給者証を申請するには?
1. 近くの保健所で、申請書と、診断書の用紙をもらいます。
2. 診断書を医療機関に持っていき、医師に診断書を作成してもらいます。
3. 申請書と診断書に住民票を添えて保健所に提出します。

不特定疾患医療受給者証」申請手続き経路

ワンポイントアドバイス
病院でALSと診断され

たら、まず最寄りの保健
所に相談しましょう。

保健師さんは、日常の
介護のしかたを指導した
り、健康状態の観察と助
言を行います。また、患
者さんとご家族を補助す
る制度や、申請の手続き
についても教えてくれま
す。同時に市町村の保健
師さんにも相談し、公的
な訪問サービスなどを受
けられるよう何でも相談
しましょう。

介護保険の対象と申請
介護保険の被保険者は65

歳以上の第1号被保険者と
40歳から64歳の第2被保険
者に分けられています。

ALSは「特定疾病」とし
て、要介護認定を受けた人
は第2号被保険者でも介護
保険の対象になります。

介護が必要になったら、
市町村役場の窓口に相談し、
申請を行います。

調査と認定審査会の認定
後に、居宅介護支援事業者
やケアマネージャーにケア
プランの作成を経て、はじ
めて介護サービスが利用で
きます。

2. 介護保険制度の申請
65歳以上の場合 40～64歳の場合

介護
保険証

申
請
書

市区町村の窓口へ申請

・訪問調査員による訪問
調査に答える

・主治医の意見書

自宅に調査員が訪ねてきて
身体状況や介護環境の
チェックをする

審査・決定

１カ月

要介護度認定の通知（要支援・要介護1～5）

居宅介護支援事業者や
ケアマネージャーに
プランの作成を依頼する

ケアマプランを
市町村窓口に
届け出る

直接申し込み

介護サービス事業者と契約

サービスの利用

利用者（被保険者）

特定疾患
医療受給
者証

医療
保険証

ある場合
は提示

必ず必要

申
請
書

自分で介護保険サービス
を選んでケアプランを作
る

介護保険の申請からサービスを受けるまで.
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★介護保険を申請するには

3. 身体障害者手帳交付申請

年齢に関係なく身体障害者手帳の交付を受けましょう
身体障害者手帳は、身体に一定の障害を持つ人が、各種の福祉サービスを利用するために必要な

手帳です。障害の程度によって1級-6級までの等級に分けられており、取得するといろいろな福祉
サービスを受けることが出来ます。ただし介護サービスを利用する場合は、40歳以上の人は介護保
険を利用することになります。

★身体障害者手帳を申請するには?

主治医の診断書が必要です

身体障書者手帳の申請手続き経路

・ 市区町村の福祉事務所で、「交付申請書」と「身体障害者診断書」をもらいます。
・ 都道府県知事の定める医師(指定医師)に「身体障害者診断書」を書いてもらい、

「交付申請書」に記入し、写真とともにこの2通を最寄の福祉事務所に提出します。
指定医師の所在については、福祉事務所に問い合わせてください.

・ 障害の程度によって、1級から6級までの等級が決められます。
・ 障害が進んだら、再度同じ手続きで手帳の交付を受けます。

★身体障書者手帳を持っていると?

年齢によって受けられる補助の内容がかわります

年齢と等級によって利用できる補助が異なります。年齢による区別は、下の表のとおりで
す。

訪問介護、日常生活用具や補装具の貸与･給付、公共料金の割引、税金の減免、
住宅改造資金援助、ショートステイ、福祉キャブなどが利用できる。

39歳以下
の人

上記の補助のうち、介護保険で受けられる補助については、優先的に介護保険
を利用し、それ以外は身体障害者手帳を利用する。

40歳以上
の人

受給できる補助、サービスの内容は市区町村によって異なります。地域の福祉事務所または
福祉課に問い合わせてみましょう。

ALSの患者さんが40歳-64歳の場合は、介護保険の2号被保険者にあたるので、医療保険被保険者
証と申請書を、最寄りの市町村担当窓口に提出します。

一方、65歳以上の方には、「介護保険被保険者証」が送られてくるので、申請書を添えて窓口に
提出します。

申請書の記入や提出は、本人、家族でなくても、都道府県知事の指定を受けた介護支援事業者に
代行してもらっても構いません。
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★症状が進んだら重度心身障害者医療費受給者証の申請を

4. 身体障害者手帳の利用

身体障害者手帳を交付されると障害の等級により、各種の援護や制度利用が可能になります。
福祉サービスの概要･身体障害者の税金の控除･減免の詳細については以下のとおりです。

ALS治療費以外の医療費も無料になります(所得制限あり)

身体障害者手帳の交付を受け、1～2級(都道府県によっては3級のところもある)に該当すれば、重度
心身障害者医療費受給者証を取得できます。申請窓口は福祉事務所です。この証書が交付されると、
病院などでALSに直接関係のないかぜやけがなどの治療をしてもらったとき、保険自己負担分を公
費負担してもらえます。ただし、受給するには、所得(年収)が上限以内である必要があります。

1. 在宅福祉サービスの概要（市町村によっては、実施していないものがあります。）

★身体障書者手帳で受けられる援助は?

介護保険共通の介護サービスや身体障害者手帳独自の援助を受けられます
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5. 特別障害者手当

身体又は精神に著しく重度で永続する障害があるため、日常生活において常時特別の介護を要
する在宅の20歳以上の方に特別障害者手当が支給されます。

① 20歳以上で、下記の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を
必要とする者であること。

② 日本国内に住所を有すること。
③ 身体障害者療護施設等の施設に入所していないこと。
④ 病院又は診療所に継続して3月を超えて入院していないこと。
⑤ 政令で定める障害を支給事由とする給付で手当に相当するもの(例 原爆被爆者介

護手当)を受けていないこと。(障害を支給事由とする年金との併給は可)

支給要件

受給資格、申請手続き等の詳しいことは、もよりの福祉事務所又は町村役場にお問いあわせくだ
さい。

障害の程度については、おおむね次のとおりでありますが、原則として特別障害者
手当認定診断書により認定します。(身体障害者手帳をお持ちの場合、診断書を省
略できる場合があります。)

障害の程度

支給制限
受給資格者又はその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得(法定控除後)が一定金

額以上であるとき(受給資格者の所得には非課税である障害基礎年金等を含みます)

① 身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級又は2級程度以上の異なる障害が重複す
る場合、又はこれらの障害と日常生活での動作及び行動が困難であり常時の介護
を必要とする程度以上の精神の障害(最重度程度の知的障害を含む)が重複する場合。

② ①の身体の機能の障害又は精神の障害が1つあり、かつ、身体障害者手帳の障害級
別のおおむね3級程度以上の障害又は日常生活での動作及び行動が困難である精神
の障害(重度程度の知的障害を含む)が2つあり、あわせて3つの障害を重複して有
する場合。

③ 両上肢、両下肢又は体幹機能の障害で身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級ま
たは2級程度以上の障害が1つあり、そのため、日常生活動作を行うことが著しく
困難であると認められる場合。

④ 内部機能の障害で身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級程度以上の障害もしく
は身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状があって、そのため
絶対安静の状態であると認められる場合。

⑤ 精神の障害(最重度程度の知的障害を含む)で、日常生活において常時の介護な必要
とする程度以上であって、日常生活での動作及び行動を行うことが著しく困難で
あると認められる場合。

月額26,620円(平成15年4月から適用。「物価スライド」による見直し)

毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給されます。

住所地の市役所(福祉事務所)又は町村役場

金額

支給期日

手続きの窓口

金額

6. 障害年金

全ての国民の老齢、障害または死亡に対する保険給付を
行ない、国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連
帯によって防止し、健全な国民生活の維持および向上に寄
与することを目的とする制度です。

年金制度は、自分で手続きをしてはじめて貰える仕組み
になっています。

障害年金は制度上、障害基礎年金（国民年金）、障害厚
生年金、障害共済年金の3つに分けられています。障害基礎
年金は障害の程度によって1級、2級、3級があります。

① 障害基礎年金(国民年金)の受給資格

国民年金加入後に障害者になった場合
国民年金に加入中、または加入していた人が65歳前に病気やけがで障害者になったときで、

障害認定日に障害の程度が1級または2級の状態にある場合に支給されます。



1級障害基礎年金 1,005,300円
2級障害基礎年金 804,200円

支給額
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国民年金加入前に障害者であった場合
加入前の期間(20歳未満)に初診日がある病気やけがで障害者になったときで、障害認定日

以後20歳に達し、障害の程度が1級または2級の状態にある場合には支給されます(本人の所
得制限があります)。

※障害認定日とは初診日から1年6ヶ月を経過した日、あるいはその期間内に症状が固定した
ときはその日。

1級障害の場合→1級厚生年金+1級障害基礎年金(国民年金保険部分)
2級障害の場合→2級厚生年金+2級障害基礎年金(国民年金保険部分〕
3級障害の場合→3級厚生年金
3級より軽い場合→障害手当て
※国民年金の被保険者の場合
1級障害の場合→年金1級
2級障害の場合→年金2級

厚生年金加入中に初診日のある病気やけがで障害者になったときに支給されます。
年金の額は、本人の報酬と年金加入月数によりそれぞれ異なります。手続きは、事業所を受け
持っている社会保険事務所となります.

18歳未満の子があるときは次の加給金が加算されます。
1人目、2人目の子までは、一人につき年額231,400円、3人目からは、一人につき年額
77,100円となっています。
年金の支給日は、請求手続きをした日に関係なく障害認定日の翌月から貰えます。手続きは
市区町村役場で、所得税の課税対象にはなりません。

② 障害厚生年金の受給資格

共済組合期間中に、初診日のある病気やけがで障害者になったときに支給されます。
支給額は平均標準報酬月額と組合期間の月数により異なり、手続きは各共済組合です。

③ 障害共済年金の受給資格

ALSの発症の為に働けなくなった場合に、経済的な柱の一つになります障害厚生年金と障害基礎
年金についてお伝えさせて頂きます。

Q1. どのような場合に、障害厚生年金や障害基礎年金を受けられるのでしょうか。

Q2. 障害厚生年金と障害基礎年金との違いはどんな点なんでしょうか。

(1) 病気や怪我の為に一定の障害の状態になった時に給付を受けることができます。
(2) 厚生年金保険か国民年金の被保険者になっていることが必要になります。
(3) 障害の原因になった病気や怪我の初診日から1年6カ月が経過していることが必要です。

（この時点で障害の認定を受けることになります）。
また、初診日から1年6ヵ月の期間内に治った(症状が固定した)日に障害の認定を受ける
ことが必要です。
但し、ALSの場合は、残念ながら進行性であるために、必ずしも該当するとは限りませ
ん。

(4) 初診日前に、国民年金の保険料滞納期間がある場合は、保険料の納付期間全体の3分の1
以上ないことが必要です。
また、初診日が平成18年3月31日以前の時は、直近の1年間に保険料の滞納がなければ
よいことになっています。

(1) 障害基礎年金は、国民年金に加入されている方を給付の対象にしています。
(2) 障害厚生年金は、厚生年金に加入されている方を給付の対象にしています。

※厚生年金の被保険者の方は国民年金の第2号被保険者ですので、1級及び2級の障害の
場合は、障害厚生年金に加えて、障害基礎年金が支給されることになります。

Q3. 障害が1級と2級以外の方はどうなるのでしょうか。

(1) 障害厚生年金で、障害が3級かそれよりもやや軽い場合は、厚生年金保険独自の給付とし
て、3級障害厚生年金または障害手当金が支給されます。

(2) 国民年金の場合は、1級と2級までの方が障害基礎年金の支給を受けることができます。
(3) 障害の等級による年金支給額形態をまとめますと、次のようになります。

※厚生年金保険の被保険者の場合
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Q4. 受給を受ける上で注意点はありますか。

(1) 65歳になる前日まで申請することができますが、老齢年金を繰り上げて受給された方は、
申請することができません。

(2) 支給開始は、請求の翌月からになります。
(3) 満20歳前に発病し、障害基礎年金を受給する場合、所得制限や公的年金との併給制限(年

金を重複して受給できない)があります。
具体的には、ご本人の所得が基準を越えた場合は、支給が停止されます。また、老齢年金
と障害基礎年金や障害厚生年金を重複して受給することはできません。

(4) 障害基礎年金や障害厚生年金は、非課税扱いになります。
(5) 65歳以前より、障害基礎年金や障害厚生年金の受給をうけている場合、65歳に達した時

に、老齢年金か障害基礎年金と障害厚生年金の何れかを選択することができます。(但し、
年金を重複して受給することはできません)

年金の種類

Q5. 年金の受給額はどうなるのでしょうか。

(1) 障害基礎年金と障害厚生年金の場合では、金額が異なっています。
(2) 障害厚生年金(厚生年金保険の被保険者)の場合は、厚生年金の被保険者期間や、収められ

た保険料で違ってきますので、年金額についてはケースバイケースになります。
(3) 障害基礎年金(国民年金被保険者)の場合の年金額は、次のようになっています。

1級障害(年金1級) →1,005,306円/年額
2級障害(年金2級) → 804,200円/年額

(4) 障害厚生年金(厚生年金保険の被保険者)の1級又は2級に該当する場合は、障害厚生年金と
国民年金から→基礎年金が支給されます。

(5) 各年金の支給システムを簡単にまとめると次のようになります。
(6) 年金を受給される方によって生計を維持されている場合に、18歳未満の子供さん(20歳未

満で1級･2級の障害を持つ子供さんを含む)がいらっしゃる場合は、年金額が加算されます。
(7) 障害厚生年金で、1級または2級の方に、65歳未満の配偶者がいらっしゃる場合は、年金

額が加算されます。

障害基礎年金 1級 1,005,300円
障害基礎年金 2級 804,200円
障害厚生年金 1級 障害厚生年金+1,005,300円 (障害基礎年金部分)
障害厚生年金 2級 障害厚生年金＋804,000円 (降書基礎年金部分)
障害厚生年金 3級 障害厚生年金＋603,200円 /最低額
障害手当金 3級より軽度 1170,000円 /一時金

等級 支給額

Q6. 申請先やその方法はどうすればよいのでしょうか。

(1) 障害基礎年金(国民年金に加入している方)の場合は、各市町村の国民年金係が窓口になり
ます。

(2) 障害厚生年金(厚生年金に加入している方)の場合は、各社会保険事務所が窓口になります。
(3) 手続きについては、年金手帳を持参の上、国民年金の場合は、各国民年金係へ。厚生年金

の場合は、各社会保険事務所へまずご相談ください。

7. 高度障害保険金給付

ALS等の特定疾患の認定を受けられた場合、公的な給付(障害厚生年金･障害基礎年金等)以外に、
生命保険会社と「高度障害保険金」の契約が結ばれていれば、保険金の給付を受けることができま
す。

『人工呼吸器を装着している主人が加入しています生命保険には、高度障害付きと契約書に記
載されています。身体障害者手帳は、上下肢機能障害1級･言語機能障害3級･呼吸機能障害1級
の各認定を受けています。病名は、筋萎縮性側策硬化症(ALS)ですが、このような場合に生命
保険でいう高度障害に該当するのでしょうか。経済的に不安を抱えている中で、なかなか他人
にも聞くわけにもいかず、宜しくおねがいします』

実例をご紹介させていただきながら、「高度障害保険金」についてお伝えします。
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1. 生命保険会社との間で、高度障害保険金の契約が結ばれていれば、保険金給付の対象になりま
す。但し、保険契約を結ばれた以降に発生した疾患や障害を直接の原因として高度障害になっ
た場合に限ります。

2. ALSの病気ということで、即座に高度障害に該当するということではありません。保険会社の
約款等で定められています高度障害状態に該当した時に、初めて保険会社より保険金の支払い
を受けることができます。具体的には次のように定められています。(一般的な高度障害状態の
項目)
a 両眼の視力を全く永遠に失った方。
s 言語またはそしゃくを全く永遠に失った方。
d 中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し終身常に介護を要する方。
f 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたは、その用を全く永遠に失った方。
g 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたは、その用を全く永遠に失った方。
h 1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったか、その用を全く永遠に失っ

た方。
j 1上肢の用を全く永遠に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの。

とされています。

3. 高度障害状態の詳しい内容は次のようになります。
はじめに、ALSの患者さんが特に該当されることが多いと思われます項目に絞り込んでお伝え
させて頂きます。
a 言語の機能を全く永久に失われた場合とは

語音構成機能障害で唇音･口蓋音･歯舌音･喉頭音の4種類のうち、3種類以上の発音が不能と
なり、その回復の見込みがない場合をいいます。

s そしゃく(食べ物をかみ砕くこと)の機能を永久に失われた場合とは
流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。

d 常に介護を要する場合とは
食物の摂取･排便、排尿、その後の始末･衣服の着脱･起立･歩行･入浴等々のいずれもがご自
分ではできず、常に誰かの介護を要する状態をいいます。

f 上･下肢の用を全く永久に失った場合とは
上･下肢の運動機能を完全に失った状態をいいます。
上･下肢の完全な運動麻痺、または上･下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関
節･肘関節･手関節)と(下肢においては股関節･膝関節･足関節)の完全な硬直で、回復の見込
みがない場合をいいます。

4. ご主人の身体障害者手帳の各内容と、生命保険会社で定められています高度障害、状態の項目
を比較しますと、高度障害に該当すると思われます。
また、高度障害保険金の受け取り方法は、何種類かあります。
例えば、一括して高度障害保険金を受け取られる以外にも、年金として受け取られる方法もあ
ります。更に、様々な優遇措置等いろいろな受け取り方法があります。
こうしたことから、一度生命保険会社へ連絡を取って頂き、高度障害に該当するのか否か、ま
ずそのことから相談されることをお勧め致します。
尚、手続き方法ですが、高度障害を証明するために、医師の診断書や保険金請求書(保険会社の
指定様式のもの)等の提出が必要になってまいります。

5. 高度障害保険金を受け取られた場合の税金は、非課税扱いになります。
a 身体の傷害に起因して、高度障害保険金を受け取られる場合は、非課税扱いになります。
s 高度障害保険金を受け取られる患者さんご本人の場合は勿論のこと、その配偶者、直系血

族または生計を一緒にするその他の親族の方が受け取られる場合も、非課税扱いになりま
す。
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8. 補装具、日常生活用具の給付

障害のある方が円滑に日常生活が行えるように、障害の程度に応じて日常生活用具を給付してい
ます。給付は身体障害者手帳を交付されたものに限り、障害の等級によらず必要に応じて行われま
す。

1 補装具の交付
「補装具」とは、からだの失われた部分や、思うように動かすことのできないような障害のある部
分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具をいいます。補装具の給付は身
体障害者手帳を交付された者に限り、障害の等級によらず必要性に応じて行われます。

(1) 補装具の種類

肢体不自由者(児) 

補装具の交付を希望される方は、市町村役場に「補装具交付・修理申請書」を提出してくださ
い。市町村役場は申請に基づき、申請者の世帯の前年の所得状況等「調査書」を作成します。補
装具の交付の際には、18歳以上の方の場合には障害者相談所に来所判定が必要なもの、書類によ
る判定が必要なものがありますので、詳しくは障害者相談所に確認してください。
なお、18歳未満の児童についても、育成医療を行う指定医療機関の担当医師、療育指定保健所

の担当医師又は身体障害者福祉法の第15条指定医の意見書の必要なものがあります。
交付が決定しましたら、市町村は申請者に「補装具交付･修理券」を交付し、製作機関に「補装

具交付･修理委託通知書」を送付します。その後、型取り、仮合わせをし、適合判定をして補装具
を交付します。

(2〕申請･交付

義肢(義手･義足)、装具、車いす、電動車いす、歩行器、収尿
器、歩行補助つえ、頸部保護帽、座位保持装置、座位保持い
す(児のみ)、起立保持具(児のみ)、頭部保持具(児のみ)

視覚障害者(児)

聴覚障害者(児) 

音声･言語障害者(児)

ぼうこう又は直腸機能障害者(児)

盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器

補聴器

人工喉頭

ストマ用装具、排便補助具(児のみ)

費用は補装具の種類別に基準額が決められており、この範囲内で国及び地方公共団体が負担し
ます。
ただし、本人及び家族の前年の所得の状況に応じて費用の一部を負担していただく場合があり

ます。

(3〕費用

平成12年から、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえにつきましては介護保険からも給
付が受けられるようになりました。
介護保険の介護用品の貸与と、障害者施策の補装具の給付の両方の支給要件に該当する方は、

原則として介護保険の方から貸与を受けて下さい。ただし、身体上の理由等で介護保険の貸与品
が利用できない方は障害者施策から給付を受けることが可能です。

(4) 介護保険との関係

（図）交付・修理手続き

④交付（修理）委託通知

⑩費用請求

⑪支払
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視覚障害者が容易に使用し得る

もの

同上

同上

同上

同上

同上

点字により作成された図書

視覚障害者が容易に使用し得る

もの

画像入力装置を読みたいもの

(印刷物等)の上に置くことで、

簡単に拡大された画像(文字等)

をモニターに映し出せるもの

視覚障害者が容易に使用し得る

もの

文字等のコンピュータの画面情

報を点字等により示すことので

きるもの

文字情報と同一紙面上に記載さ

れた当該文字情報を暗号化した

情報を読み取り、音声信号に変

換して出力する機能を有するも

ので、視覚障害者が容易に使用

し得るもの

音、声音等を視覚、触覚等によ

り知覚できるもの

一般の電話に接続することがで

き、音声の代わりに、文字等に

より通信が可能な機器であり、

障害者が容易に使用できるもの

字幕及び手話通訳付きの聴

覚障害者用番組並びにテレ

ビ番組に字幕及び手話通訳

の映像を合成したものを画

面に出力する機能を有し、

かつ、災害時の聴覚障害者

向け緊急信号を受信するも

ので、聴覚障害者が容易に

使用し得るもの
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障害のある方が円滑に日常生活が行えるように、障害の程度に応じて日常生活用具を給付して
います。ただし、福祉電話とファックスの貸与については所得税非課税世帯に限ります。本人に
負担していただく額は、補装具の場合と同じです。

2 日常生活用具の給付

(1)日常生活用具の種類等

身体障害者

区分

給付

種目 障害及び程度 性能

盲人用テープレコー

ダー

盲人用時計

点字タイプライター

盲人用電卓

電磁調理器

盲人用体温計

(音声式)

点字図書

盲人用体重計

視覚障害者用

拡大読書器

歩行時間延長

信号機用小型送信機

点字ディスプレイ

視覚障害者用活字文書

読上げ装置

聴覚障害者用屋内信号

装置

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者用情報受信

装置

視覚障害2級以上

視覚障害2級以上。なお音声時計は、手指

の触覚に障害がある等のため触読式時計の

使用が困難な者を原則とする。

視覚障害2級以上(本人が就労苦しくは就

学しているか又は就労が見込まれる者に

限る。)

視覚障害2級以上(就労している者、主婦

又はこれに準ずる者を原則とする。)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれ

に準ずる世帯）

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれ

に準ずる世帯）

主に、情報の入手を点字によっている視覚

障害者

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれ

に準ずる世帯）

視覚障害者であって、本装置により文字等

を読むことが可能になる者

視覚障害2級以上

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者

(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害

2級)の身体障害者であって、必要と認めら

れる者

視覚障害2級以上

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及び

これに準ずる世帯で日常生活上必要と認

められる世帯）

聴覚障害者又は発声･発語に著しい障害を

有する者であって、コミュニケーション、

緊急連絡等の手段として必要と認められる

者

聴覚障害者であって、本装置によりテ

レビの視聴が可能になる者
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障害者が容易に使用し得る洋式

浴槽又はこれに準するもので、

実用水量150L以上の浴槽及び

浴槽の性能等に応じたもので、

安全性について配慮された湯沸

器

障害者が容易に使用し得るもの。

(手すりをつけることができ

る。)ただし、取替えに当たり

住宅改修を伴うものを除く。

足踏ペダルにて温水温風を出し

得るもの。ただし、取替えに当

たり住宅改修を伴うものを除く。

褥瘡の防止又は失禁等による汚

染又は損耗を防止できる機能を

有するもの

腕、脚等の訓練のできる器具を

付帯し、原則として使用者の頭

部及び脚部の傾斜角度を個別に

調整できる機能を有するもの

かな、漢字、英数字による文書

作成が可能で、編集、校正及び

記憶機能を有し、障害者が容易

に使用し得るもの(プロテク

ター、プリンター等を付帯する

ことができる。)

尿が自動的に吸引されるもので、

障害者又は介護者が容易に使用

し得るもの

障害者を担架に乗せたままリフ

ト装置により入浴させるもの

介助者が障害者の体位を変換さ

せるのに容易に使用し得るもの

まばたき、節電センサー等の特

殊な入力装置を備え、障害者が

容易に使用し得るもの

携帯式で、ことばを音声又は文

章に変換する機能を有し、障害

者が容易に使用し得るもの

入浴時の移動、座位の保持、浴.

槽への入水等を補助でき、障害

者又は介助者が容易に使用し得

るもの。ただし、設置に当たり

住宅改修を伴うものを除く。

介護者が重度身体障害者を移動

させるに当たって、容易に使用

し得るもの。ただし、天井走行

型その他住宅改修を伴うものを

除く。
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区分

給付

種目 障害及び程度 性能

浴槽

(湯沸器含む)

個別に給付する場合

浴槽

湯沸器

便器

特殊便器

特殊マット

特殊寝台

パーソナルコンピュー

タ

特殊尿器

入浴担架

体位変換器

重度障害者用意志伝達

装置

携帯用会話補助装置

入浴補助用具

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上

下肢又は体幹機能障害2級以上

上肢障害2級以上

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要す

る者に限る。)

下肢又は体幹機能障害2級以上

上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2

級以上(文字を書くことが困難な者に限

る。)

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要す

る者に限る。) 

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当

たって、家族等他人の介助を要する者に限

る。)

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等

に当たって、家族等他人の介助を要する者

に限る。)

両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失

した者であって、コミュニケーション手段

として必要があると認められる者

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体

不自由者であって、発声･発語に著しい障害

を有する者

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に

介助を必要とする者

下肢又は体幹機能障害2級以上の者



おおむね次のような性能を有す

る手すり、スロープ等であるこ

と

ア 障害者の身体機能の状態を

十分踏まえたものであって、必

要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作

の補助、移乗動作の補助、段差

解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修

を伴うものを除く。

障害者の移動等を円滑にする用

具で設置に小規模な住宅改修を

伴うもの

透析液を加温し、一定温度に保

つもの

障害者が容易に使用し得るもの

障害者が容易に使用し得るもの

室内の火災を煙又は熱により感

知し、音又は光を発し屋外にも

警報ブザーで知らせ得るもの

室内温度の異常上昇又は炎の接

触で自動的に消化液を噴射し、

初期火災を消火し得るもの

障害者が容易に使用し得るもの

呼吸状態を継続的にモニタリン

グすることが可能な機能を有し、

難病患者等が容易に使用し得る

もの

障害者が容易に使用し得るもの

障害者が容易に使用し得るもの

編集、校正機能を持ち、日本点

字表記法に基づき、入力した文

章を自動的に点字変換が可能で

点字プリンターとの連動により

点字文書の作成及び音声化がで

きるもの
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区分

給付

種目 障害及び程度 性能

歩行支援用具

居宅生活動作補助用具

透析液加温器

酸素ボンベ運搬車

ネブライザー

火災警報機

自動消火器

電気式たん吸引器

動脈血中酸素飽和度測

定器(パルスオキシ

メーター)

福祉電話

ファックス

視覚障害者用ワ-ドプ

ロセッサー

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害

を有し、家庭内の移動等において介助を必

要とする者

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非

進行性の脳病変による運動機能障害(移動機

能障害に限る。)を有する者であって障害等

級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替

えをする場合は上肢障害2級以上の者)

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹

膜湾流法(CAPD)による透析療法を行う者

医療保険における在宅酸素療法を行う者

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体

障害者であって、必要と認められる者

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難

が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれ

に準ずる世帯)

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難

が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれ

に準ずる世帯)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体

障害者であって、必要と認められる者

人工呼吸器の装着が必要な者

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則とし

て2級以上)であって、コミュニケーション、

緊急連絡等の手段として必要性があると認

められる者及びファックス被貸与者(障害者

のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

聴覚又は音声機能管しくは言語機能障害3

級以上であって、コミュニケーション、緊

急連絡等の手段として必要性があると認め

られる者(電話(難聴用電話を含む。)による

コミュニケーション等が困難な障害者のみ

の世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者

貸与

共同

利用



9. 車いす等補装具の交付申請手続き

補装具の給付は身体障害者手帳を交付されたものに限り、障害の等級によらず必要性に応じて行
われます。

ALSの患者さんが外出される場合は、車椅子が必要不可欠になってまいります。ご病気の初期段
階で、車椅子の交付を受けられた場合でも、病状の進行等により使用が困難になってしまう場合が
あります。こうした場合に、車椅子の再交付(補装具の交付)を申請することができます。そこで今
回は、車椅子の再交付申請手続きについてご紹介させて頂きます。

1. 再交付申請を行なう場合の手順

(1) 以前、自走式の車椅子を市町村から交付を受けていて、病状の進行等により実際に使用でき
なくなった場合に、再交付を受けることができます。

(2) 自走式車椅子が使用困難な場合は、介助式車椅子の製作が必要になります。
(3) 患者さんの病状やライフスタイルに合わせ、どのような車椅子が必要なのか具体的にまとめ

ます。また、ご家族の希望もまとめ、患者さんと充分な打ち合せを行なうことが必要です。

(1) 車椅子の交付申請ができる対象の方は、身体障害者手帳を持っていらっしやることが必要に
なります.又、身体障害者手帳の種類の障害が、下肢･体幹機能障害等であることも必要です。
更に、交付の判定については、障害の等級や部位も関係しますが、現在の障害の状態やそれ
に伴って車椅子の必要性等が大きなウエイトを占めます。

(2) 車椅子の耐用年数は、本年度から5年間になりましたので、今後5年以内に同じタイプの車
椅子の再交付を受けることはできなくなります。(前年度以前に交付を受けていらっしゃる
場合は、耐用年数が4年になっていますので、何時交付を受けられたのか確認することが必
要です)

(3) いま現在、耐用年数以内の自走式の車椅子を使用中でも、介助式車椅子のようにタイプの異
なる車椅子を必要とする場合は、再交付申請を行なうことができます。
※介助式車椅子から自走式車椅子への再交付はできません。

(4) 補装具の交付申請という福祉制度を利用して車椅子の交付を受けた場合は、修理も受けるこ
とができます。
※個人購入された車椅子の場合は、補装具の交付申請制度による修理を受けることができません.

(4) 車椅子を製作して頂く業者さん(義肢装具士)と、どんな車椅子を必要としているのか打ち合
せを行ないます。この場合、患者さんやご家族の様々なご希望をお話して頂き、その上で業
者さんより寸法を計って頂きます。

1- 情報がない場合は、主治医の先生や理学療法上･作業療法上･義肢装具士にお訪ね頂ければ、
様々な情報を得ることができます。

2- その他、情報の収集や相談については、県内の各保健所や市町村の福祉課でもできます。

(障害者相談所の電話番号055-254-8671)

必要書類 書類の入手先 書類作成者

補装具交付･修理申請書 各市町村の福祉課 患者さん又はご家族

補装具交付意見書 各市町村の福祉課 主治医

同意書 各市町村の福祉課 患者さん又はご家族

見積書 車椅子製作業者 車椅子製作業者

処方箋 車椅子製作業者 車椅子製作業者

(5) 車椅子を製作して頂く業者さんへ、見積書と処方筆の作成依頼を行ないます。
(6) 交付に必要になります各種書類を入手します。内訳は、下記の通りになります。

※ 特に、オーダーメイドの車椅子の場合は、採寸取りが処方箋を作成して頂く上で重要になりま
す。こうしたことが、患者さんにとって障害の状態に合った良い車椅子を製作して頂くことへ
繋がります。

※ 申請時には、身体障害者手帳を持参してください.

※ 車椅子の再交付の場合、主治医の意見書が交付判定の大きなウエイトになります。何故、車椅
子の再交付が必要なのか、主治医へ十分な説明をされた後、意見書を作成して頂くことをお勧
め致します。

(7) 各書類の提出先は、各市町村の福祉課に一括して提出します。
(8) 交付が決定されると、市町村より交付決定通知書がご自宅へ送られてきます。

その後、車椅子製作業者さんが、製作に入り完成後に納品されることになります。

2. 車椅子の交付申請を行なう場合の注意点
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(1) 既成品で一般的(普通型)な車椅子の交付金額の目安は、100,900円になります。
(2) リクライニング機能が付いている普通型の場合は、112,100円になります。
(3) オーダーメイドの車椅子は、そのタイプやオーダーの一つひとつに交付できる基準額が設定

されています。こうしたことから、単純に一般的な改造のない車椅子の交付金額の
100,900円を越えた部分が、自己負担になるというものではありません。

(4) 身体の障害状況により、車椅子の付属品を調整する場合等は、交付基準額の10%の範囲内
で交付額を加算することができます。

(5) 各オーダーメイドの内容によって交付金額の基準が設定されていることから、見積書を基に
車椅子製作業者さんより交付基準額と自己負担分について、事前にご確認して頂くことをお
勧め致します。

3. 車椅子の交付を受ける際の基準額について

ALSの患者さんにとって、コミュニケーションの手段を確保することは、人間として生きる上で
大変重要なことがらです。意志伝達装置を福祉制度(日常生活用具の給付)を利用して給付が受けら
れます。さらに、意志伝達装置入力スイッチの選定とスイッチ単体の再給付申請について記します。

(1) 前年度の所得税額により、自己負担額が違ってきます。
(2) 市町村民税非課税世帯や生活保護法による被保護世帯を除き、一部自己負担が発生します.

4. 車椅子の交付を受ける場合の自己負担額について

※ 自己負担額については、市役所又は町村役場で一交付申請の手続きを行なわれた際に窓口で確認できま
すので、係の方にお尋ねください。最後に:車椅子やそれ以外でお困りのことがございましたら、事務局
にお気軽にお問い合わせ下さい。各種ご相談や給付の代行手続きも含めご支援をさせて頂きます.

10. 意志伝達装置の給付申請

1. 意志伝達装置を福祉制度(日常生活用具の給付)を利用して給付を受ける為には、次の要件を満た
していることが必要になります。

(1) 両方の上下肢(手足)機能が全廃していること(身体障書者手帳を取得し、両上下肢機能障害が
1級であることが必要です)

(2) 言語機能が全廃していること(身体障書者手帳を取得し、言語機能障害が3級であることが必
要です)

(3) 装置の給付に当たっては、入院療養･在宅療養の何れであっても給付を受けることができま
す。

2. 病状の進行等により既存のスイッチの操作が困難になってしまった場合に、新しくスイッチを選
定するまでの流れ

(1) 現在の身体の状態や機能で、どの部分がどの程度機能するのか又、患者さんが稼働できる部
位を動かした時に負担が掛からないかを確認します。この確認については、主治医の先生や
理学療法士又は作業療法士の方に診て頂くことをお勧めします。

(2) 患者さんにとって、残存する機能で負担が掛からず、尚且つ正確にスイッチの操作を行なう
部位を絞り込みます。

(3) スイッチの選定に当たっては、患者さんとは勿論のこと主治医の先生･理学療法上又は作業
療法上･意志伝達装置製造メーカーさん･販売業者さん･スイッチの製造メーカーさんと充分
な確認をおこなって頂くことをお勧めします。

(4) 選定されたスイッチを実際に操作することができるのか、デモ的にスイッチをメーカーさん
より借用して使用してみます。その結果、操作性に問題がないこと･負担が掛からないこと･
正確に操作できること等の要件をクリアーできれば、最終的にそのスイッチを選定します。

3. 福祉制度を利用してスイッチの給付を受けられる場合の手続きについて

(1) 住民登録をされている市役所の福祉事務所･町村役場福祉課の日常生活用具の給付担当窓口
を訪問します。

(2) 訪問の際には、意志伝達装置の給付を受けられた時の病状と現在の病状の違いや、最初に給
付を受けた時のスイッチの操作が困難になっていることをお伝えします。
※特に、病状の進行等で意志伝達装置の入力スイッチが使用できない状況にあり、コミュニケーショ
ンの確保が困難になっていることをお伝え下さい。

(3) 市役所又は町村役場より、「日常生活用具給付申請書」を頂き、必要事項を記入します。
(4) 先に選定しましたスイッチのカタログと見積書を、スイッチ販売業者さんより頂きます。尚、

見積書の宛名は、患者さんご本人になります。
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4. 日常生活用具の給付(意志伝達装置用スイッチを含む)を受ける場合の自己負担額について

(5) 最後に、市役所又は町村役場へ、「日常生活用具給付申請書」･「スイッチのカタログ」･
「スイッチの見積書」を揃えて提出します。

(6) 市役所又は町村役場より、業者さんヘスイッチが発注され、患者さんの所ヘスイッチが納品
されます。

(1) 前年度の世:帯の所得税額により、自己負担額が違ってきます。
(2) 市町村民税非課税世帯や生活保護法による被保護世帯を除き、一部自己負担が発生します。

意志伝達装置用入力スイッチの選定と、スイッチ単体の再給付申請について

※ 自己負担額については、市役所又は町村役場で、日常生活用具給付申請の手続きを行なった
際に窓口で確認できますので、係りの方に伺ってください。

(1) 意志伝達装置の再給付の実例はほとんどありませんが、以下のような特殊な場合については、
再給付をして頂くことが可能です。
① 病状の進行により、スイッチの操作を含めて意志伝達装置の操作が困難になった場合。
② 意志伝達装置本体(パソコン)が故障し、メーカーさんで修理不可能な場合。

(2) 再給付の手続きに必要な書類(日常生活用具給付制度を利用する場合)
① 日常生活用具給付申請書の提出
② 主治医の診断書

※最初に意志伝達装置の給付を受けた時の病状と、現在の病状の違いを確認できるもの。

③ 意志伝達装置と付帯機器(プリンター･スイッチ･リモコン等)の見積書
※意志伝達装置販売業者さんより、患者さんの宛名で頂きます。

④ 意志伝達装置のカタログ
※意志伝達装置販売業者さんより頂きます。

⑤ 意志伝達装置販売業者の資料(会社案内･住所･連絡先を確認できるもの)
⑥ 注意点として、各自治体で提出書類が異なる場合がありますので、事前にご確認してく
ださい。

(3) 再給付申請先及び相談窓口市福祉事務所又は町村の福祉課の日常生活用具給付窓口になりま
す。

(4) 給付限度額について
① 意志伝達装置の限度額は、480,000円までとなります。
② 基本的に、意志伝達装置(パソコン･スイッチ･プリンター･リモコン)の付帯機器がセット
になっていますので、給付限度額に納まります。
③ 但し、意志伝達装置(パソコン)の画面がTFTタイプとか、液晶とかいった装置を希望され
た場合は、480,000円を越えてしまいます。この場合は、給付限度の480,000円を越えた
金額が自己負担になります。

(5) 日常生活用具の給付(意志伝達装置を含む)を受ける場合の自己負担額について
① 前述のスイッチの給付を受ける場合の自己負担と同様になります。
② 違うところは、480,000円の給付限度額を越えた金額について、自己負担分が発生する
ことです。
③ また、前年度の世帯の所得税によっても自己負担額が違いますので注意が必要になりま
す。

(6) その他の注意点
日常生活用具の給付品目として、意志伝達装置を再給付申請された場合に、市役所又は町村
役場より現況確認として、病状の確認や療養環境の確認が行なわれる場合があります。

5. 意志伝達装置の再給付について

ALSの患者さんにとって、コミュニケーションの手段を確保することは、長期の安定した療養を
確保する上でも、人間としての尊厳を護る上でも大変に重要なポイントになってきます。そこで
今回は、意志伝達装置用人力スイッチの選定のポイントや、最初に選定したスイッチが病状の変
化で使用が困難になった場合の対応について、より具体的にお伝えします。ご家族やご友人、主
治医の先生や看護師さん･ボランティアさん･その他多くの方と細やかなコミュニケーションを取
られて、より充実した療養生活を築いて頂ければ幸いです。

【1】意志伝達装置の給付申請は、福祉制度の中の「日常生活用具給付」に含まれます。

(1)意志伝達装置一式の給付を受けることができますが、その一式とは下記の内容になります。意
志伝達装置(パソコン本体)･プリンター･入力スイッチ･リモコン(学習機能付き)。
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【備考】(1)最近ですが、上記の要件前の状態でも意志伝達装置の給付を実施している自治体
が、全国で3ヶ所程あります。但し、主治医の意見書や診断書等が必要になります。

(2) また、意志伝達装置(パソコン)のメモリーはオプションになりますが、増量することができ
ます。

(3) 意志伝達装置の給付を受けられるためには、一定の要件を満たすことが必要になります。そ
の要件とは、下記の通りです。
① 身体障害者手帳に、上下肢(肢体)機能障害1級の認定を受けていること。
② 身体障害者手帳に、言語(構音)機能障害3級の認定を受けていること。

【2】意志伝達装置用入力スイッチ選定のポイント

(1) 身体機能の中で、随意筋(自分の意志で可動できる筋肉)の部位を確認します。
(2) 随意筋の中でも、身体に負担が少なく、正確にスイッチを操作しやすい部位を選定します。
(3) 可動できる部位に対して、どういうスイッチが良いのか、理学療法士さんや作業療法士さん

意志伝達装置のメーカーさんや代理店さんと相談をします。また、メーカーさんへ意志伝達
装置とスイッチをセットにしたデモを依頼します。

(4) 意志伝達装置と選定した何種類かのスイッチを実際に使用してみて、患者さんが使用できる
スイッチを決めます。

(5) その他に、オプションや機能(ソフト)の追加を希望される場合には、メーカーさんや代理店
さんへ、事前に依頼しておくことが必要になります。

【3】随意筋によるスイッチの入力が困難な場合の対応について

(1) 脳波(β波)を利用したスイッチ、節電を利用したスイッチ、CCDカメラを利用した表情ス
イッチ、血流を利用したスイッチ等々、様々なスイッチがあります。

(2) こうしたスイッチは、実際に使用してみないと患者さんが使用できるか否かの判断ができま
せん。そのために、メーカーさんからスイッチのデモを行なって頂くことが必要になります。

(3) 使用できそうなスイッチでも、身体への負担が少ないか否かの確認が必要になります。
(4) 選定したスイッチを使用して、できれば一週間程度練習することをお勧めします。これは、

習熟を要するスイッチがあるためです。

【4】意志伝達装置とスイッチの給付を一度受けた後に、病状の進行によりスイッチの操作が困難
になった場合の対応について

(1) 大変に辛いことですがALSは、慢性的な病状の進行を辿る特徴を持っています。そのために
一度意志伝達装置用のスイッチを選定しても、病状の進行により使用できなくなる事態が発
生します。

(2) 病状の進行に合わせて、その都度使用可能なスイッチを選定する必要があります。
(3) 病状が進行された場合に、使用可能なスイッチを選定することができたら、福祉制度の日常

生活用具の給付申請手続きを行ないます。これは、意志伝達装置用のスイッチとして、ス
イッチ単体でも日常生活用具の給付品目として申請することができます。

(4) スイッチ単体の給付申請手続きは、下記の通りになります。

① 市町村の福祉事務所、または福祉課等の担当窓口で、スイッチ単体の再給付申請について
ご相談して頂きます。その場合に、なぜ最初に給付を受けたスイッチが使用できなくなっ
たのか、お話をして下さい。なお、ご多忙な場合は、お電話によるご相談でも大丈夫です。

② 市町村の担当窓口で、日常生活用具給付申請書･日常生活用具給付意見書を頂きます。(日
常生活用具給付申請書兼市町村民税閲覧同意書の場合が多いです)なお、日常生活用具給
付意見書については、主治医の先生からスイッチの再給付が必要な理由を記述して頂きま
す。さらに、メーカーさんからは、スイッチの見積書･スイッチのカタログを頂きます。

③ 最後に、上記の4種類の書類を揃えて、身体障害者手帳と印鑑を持参のうえ･市町.村の担
当窓ロへ提出します。その後、市町村から給付決定通知書がご自宅に届き･間もなくメー
カーさん、あるいは代理店さん等がスイッチを納品して下さることになります。



11. 電気式吸引器の給付申請

① 特に在宅療養時には、設置型タイプとポータブル型の二種類を準備されることをお勧め致し
ます。これは、設置型(卓上型)タイプの吸引器を常時使用され、外出される場合は、ポータブ
ル型吸引器を使用されるように分けられると非常に便利です。

② 吸引器を二台準備されることで、常用される設置型吸引器が万一故障した場合に、バック
アップ用としてポータブル型吸引器を使用できるメリットがあります。

③ 特に外出や外泊される場合に、移動中の車両の中で吸引するケースが必要になってまいりま
す。そうした場合に、ポータブル型吸引器は非常に便利です。

④ ポータブル型吸引器の電源は、家庭用コンセント以外に車両のシガーライターからインバー
ターを経由して使用できるタイプをお勧め致します。これは、車両で移動中でも常時シガー
ライターから電源を確保できるからです。

⑤ ポータブル型吸引器は、内部バッテリーを備えたものをお勧め致します。平均して30分から
50分程度でしたら、.バッテリーだけで吸引すること力可能です。停電した場合や屋外の散歩
等で電源を確保できない場合に、大変有効です。

⑥ 最後に、吸引器の性能についてですが、吸引圧と排気流量の数値の大きなものが吸引力があ
ることになります。注意点としてですが、吸引圧の数値が大きくても排気流量の数値が少な
いのもは、引力が弱いことになります。

嚥下障害が強くなっているとき、唾液や食べ物の誤嚥を防ぐために吸引器を使います。さらに気
管切開するとたんを吸引するとき使います。電気式吸引器について、選定のポイント.給付申請方
法･給付の対象になる方･給付額･自己負担額等々について記します。

【1】電気たん吸引器を選定する場合のポイントについて

① 日常生活用具の給付申請書を市町村の福祉事務所又は福祉課で頂いて下さい。尚、申請書に
は市町村民税課税台帳や課税状況を確認できる書類を閲覧する同意書がセットになっている
ことがあります。

② 電気式たん吸引器の見積書(市町村で入札により納入業者さんが決められる自治体もあります)
③ 吸引器のカタログ
④ 身体障害者手帳
⑤ 印鑑

【2】給付申請方法について

① 呼吸器機能障害1級又は3級の認定を受けている方(身体障害者手帳で、上記の障害名と級別が
明示されていることが必更です)

② 筋萎縮性側索硬化症だけでは、給付の対象になりませんので、呼吸器機能障害で別途に医師
から作成して頂いた診断書を添えて、身体障害者手帳の申請を行なうことが必要になります。

③ 対象になられる大まかな目安ですが、日常生活の活動が極度または著しく制限される場合と
いうことになります。
(気管を切開された場合や人工呼吸器を装着された場合は、ほとんど給付の対象として考えら
れます)

【3】給付の対象になる方について

① 給付額は、67,000円になります。
② 給付の対象になる吸引器の台数は、1台になります。

(例えば、設置型とポータブル型を2台準備される場合は、その内の1台だけが給付の対象にな
り、残り1台は全額自己負担になります)

③ 在宅療養向けのタイプとして適合する機種に限定した場合ですが、60,000円台から高額なも
のは200,000円台と幅広くあります。

【4】給付額について

① 給付限度額の67,000円を越える吸引器を申請された場合に、その差額が自己負担になります。

【5】自己負担額について

② 前年度の市町村民税及び所得税額に応じて、一部費用負担が発生する場合があります。尚、
自己負担額の有無を確定する際の課税額の対象範囲は、申請された世帯の前年度の税額によ
り異なります。

③ 市町村民税非課税世帯や生活保護法による非保護世帯を除き、一部自己負担が発生します。
④ 自己負担額は、市町村の交付申請窓口(市の福祉事務所･町村の福祉課等)で確認することがで

きますので、申請時または申請後に係の方にお尋ね下さい。
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① 吸引器はレンタルすることができます。1ヶ月当たりのレンタル料金は、4,000円台から
7,000円台が一般的な価格帯になっています。

② 吸引器の機種を選定される場合のご相談や、給付申請の代行手続きについてもサポートさせ
て頂いております。お気軽にご相談を頂ければ幸いです。

【6】その他

-77-

12. 介護用ベッドの給付申請

在宅療養を開始される場合に、電動ベッドを準備することが必要になります。選定のポイント、
給付申請方法･給付の対象となる方、給付額･自己負担額等々について記します。

① まず、ご使用になる患者さんの体位交換や外圧分散がしやすく、褥瘡(じょくそう･床ずれ)の
予防に効果があるもの。

② ベッドの角度調整で、頭部から背中･膝関節部･ベッド全体の高さ調整ができる機能を持って
いるもの。
(頭部から背中と膝関節部が連動して角度調整ができるタイプと、独立して角度を調整できる
タイプがあります)

③ 介護される方の負担を軽減する意味で、電動で角度調整や高さ調整ができる機能を持ってい
るもの。

④ 患者さんの体格･室内の広さ･室内でベッドを移動されるか否かで、ベッドの長さや幅、キャ
スター取り付けの有無等々が違ってきますので、給付申請前には専門職(保健師さん･看護師さ
ん･ケアマネージャーさん･ケースワーカーさん･専門業者さん)の方と十分なご相談を行なって
下さい。

【1】ベッドを選定する場合のポイント

① 福祉制度になります「日常生活用具給付制度」を利用することになります。
② 申請窓口は、市の場合は福祉事務所で、町村の場合は福祉課等で申請致します。
③ 申請に必要な書類としては、下記のものがあります。

(1) 日常生活用具給付申請書
(市町村民税の課税台帳閲覧同意書とセットになっている場合が多い)

(2) 給付を希望される用具のカタログ
(3) 身体障害者手帳
(4) 印鑑

【2】給付申請方法について

(備考) ALSの患者さんで40歳以上の方は、介護保険の適用が優先されることになります。
この場合、特殊ベッドはレンタルになってしまい、日常生活用具給付品目からは除
かれることになります。

① 身体障害者手帳の交付を受けていらっしゃる方。
② 身体障害者手帳で障害名が、上下肢機能障害または、体幹機能障害の認定を受けていること。
③ 身体障害者手帳で級別(程度)が、1級または2級の認定を受けていること。

【3】給付の対象になる方について

① 限度額は、159,200円になります。
② 限度額を越えたベッドで給付申請を行なった場合ですが、限度額を超えた金額が自己負担になり

ます。

【4】給付額について

① 日常生活用具給付申請では、申請されたご本人の前年度の所得税に応じて自己負担額の支払いが
発生します。尚、申請されたご本人の扶養義務を持つ方についても、同様です。

② 市町村民税非課税世帯や生活保護法による非保護世帯を除き、一部自己負担が発生します。
③ 自己負担額については、市町村の交付申請窓口で確認できますので、申請時又は申請後に係の方

にお尋ね下さい。

【5】自己負担額について
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① 床ずれ防止の加工がしてあるものや、失禁等による汚れを防止できるものが給付対象品目に入っ
ています。但し、エアマットは含まれません。

② 特殊マットの給付を受けるためには、下記の要件を満たしていることが必要になります。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けられていること。
(2) 身体障害者手帳で障害名が、下肢又は体幹の認定を受けていること。
(3) 身体障害者手帳で級別(程度)が1級の認定を受けていること。

【6】その他、特殊マットについて

① 上記でお伝え致しましたが、エアマットは日常生活用具給付品目には該当致しません。
② 金額については、100,000円台から300,000円台までと幅広く、マットの機能(空気が循環する

筒数･自動体位交換機能付き等)により様々に分かれています。
③ 介護用ベッド(特殊ベッド)とエアマットを組合わせることで、床ずれを予防する効果が大きくな

ります。是非この二つをセットで準備されることをお勧め致します。
④ ご参考としてですが、エアマットは介護保険を利用してレンタルすることができます。この場合

1ケ月当たり利用者される方のレンタル料金は、800円から2,000円程度になります。

【7】エアマットについて

13. JR、有料道路、飛行機、福祉タクシー等の割引

在宅療養や入院療養中であっても、状態が安定していらっしゃれば、人工呼吸器を装着されてい
ても、また車椅子を使用されての国内旅行は勿論のこと、海外旅行も充分に可能です。そこで今回
は、国内旅行に関係します制度やノウハウをお伝えさせて頂きます。患者さんやご家族がご一緒に
楽しい想いでを一杯つくって頂けましたら幸いです。

1. JRを使用する場合

(1)車椅子を利用した場合
① 乗車駅と下車駅に、その時間と補助して頂きたい旨を事前にご連絡して頂くと、駅員さん

が車椅子用通路の確保や補助を行なって下さいます。
(2)料金の割引

① 普通乗車券、定期乗車券等の割引措置が受けられます。但し、特急券及び急行券の割引は
対象にはなりませんので、ご注意して下さい、

② 大人の患者さんの場合の割引率は、ご本人が50%･介護者の方で50%の割引が受けられま
す。但し、12歳未満の方は、小児運賃扱いになります。

③ 割引を受けるためには、乗車券の発売窓口で身体障害者手帳を呈示して頂き、乗車券を購
入して下さい。

④ 乗車券の割引を受ける為の要件としては、身体障害者手帳の種別で、第1種又は第2種の交
付を受けていることが必要になります。

2. 有料道路を使用する場合

(1)有料道路通行料金の割引
① 有料道路通行料金の半額について割引を受けることができます。

(2)通行料金割引の要件
① 身体障害者の方が自ら運転される場合や、重度の身体障害者の方(1種の身体障害者手帳の

交付を受けている方)を乗せて、介護者の方が運転される場合に、自家用の乗用車等につい
て有料道路通行料金の50%割引を受けることができます。

② 車両の名義は、障害者の方ご本人･生計を一緒にされている方･常時介護をされている方等
になりますので、ご注意して下さい。

(3)割引券の交付手続き
① 各自治体の福祉事務所又は役場の福祉課等で、有料道路通行料金割引券(証)の交付を受けま

す。
② 身体障害者手帳･運転免許証･車検証･印鑑を持参して頂き、各自治体の福祉事務所又は役場

の福祉課等で交付手続きを行なって下さい。
(4)割引券の使用方法

① 各有料道路の料金所で、支払い時に通行券と一緒に身体障害者手帳と割引券(証)を呈示して
下さい。



3. 飛行機を使用する場合

(1)割引額
① 身体障害者手帳の交付を受けている方が、定期航空路線の国内線を利用する場合に、全区

間の普通大人片道運賃について、25%の割引を受けることができます。
(2)割引の手続き

① 航空券の販売窓口で身体障害者手帳を呈示して、航空券を購入して下さい。
(3)割引の対象となる方

① 身体障害者手帳の交付を受けている12歳以上の方で、身体障害者手帳の種別が第1種の方
と第2種の方になります。尚、身体障害者手帳の種別が第2種の場合は、手帳に割引対象の
証明印が必要になります。

②障害の等級が、3級以上の方(障害の種類では一部4級以上の方)が、割引の対象になります。
③ 身体障害者手帳の種別で、第1種の交付を受けている患者さんと、その介護者の方が対象に

なります。
(4)割引を実施している航空会社

① 日本航空･全日空･日本エアシステム･日本トランスオーシャン航空･エアーニッポン等々。
(5)注意点

① 患者さんが飛行機に搭乗される場合に、航空会社より病状について報告を求められる場合
があります。この場合は、患者さんが飛行機による移動で、身体へ悪影響を与えないこと.
を主治医より意見書として書類を作成して頂き、航空会社へ提出して頂くことになります。

② 飛行機の離着陸時に、呼吸器や吸引器の使用を一時的に控えて頂くように、客室乗務員か
ら協力を求められる場合があります。この場合は、アンビューバッグの使用へ切り替えら
れることや、離着陸前に十分な吸引を行なって頂ければ、対応することができます。

③ 飛行機内へは、呼吸器･吸引器･アンビューバッグ･外部バッテリー･吸引用衛生材料一式が
最低限必要になりますので持ち込みます。

4. 現地で福祉タクシーを使用する場合

(1)予約方法
① 旅行会社(代理店を含む)へ福祉タクシー(リフト付きワンボックスカー)の手配をご依頼して

頂くのが確実です。
(2)予約時の注意点

① 福祉タクシーの乗車定員を確認して頂くこと。
② インバーターが設置されているか否かの確認をして頂くこと。

(移動中に、呼吸器や吸引器の電源を車両から取る際に、インバーターが必要になります。)
③ 福祉タクシーの業者さんヘスケジュールを事前に連絡し、乗降場所並びにその日時等につ

いては、特に事前確認をすることが必要です。
④ 移動経路の事前連絡と料金についての確認が必要になります。

例えば、空港から観光地を経由して宿泊先まで。
〃 JRの駅から宿泊先を経由し、観光後に再度宿泊先に戻る。

5. 宿泊先の注意点

(1)車椅子をリクライニングした状態で、エレベーターに乗れるか否かの確認が必要になります。
(車椅子を45度リクライニングした状態では、約1メートル30センチの長さになります。)

(2)車椅子対応が出来る部屋(ヘッドと畳敷きの折衷タイプ)であることや、電動ヘッド(角度調整機
能付き)があるのか、事前に確認して頂くことが必要になります。

(3)車椅子対応のトイレが室内に設置されている宿泊先や室外に設置されているのか等についても
事前に確認されることをお勧め致します。

(4)エアマット(電動ポンプ付き)は、宿泊先に設置されている場合が少ないことから、持参して頂
くことをお勧め致します。

(5)その他、宿泊施設内を車椅子で簡単に移動できるか否かについても、事前に確認して頂くこと
をお勧め致します。

(3)具体的な使用例は、次のようになります.
◎ 30分利用した場合(本来の料金4,100円)

3,690円/1割引後一2,870円/タクシー券1枚=820円/自己負担
◎ 30分を越えて1時間まで利用した場合(本来の料金8200円)

7,380円/1割引後一5,740円/タクシー券2枚=1,640円/自己負担
◎ 1時間を越えて利用した場合(本来の料金12,300円)

11,070円/1割引後一8,610円/タクシー券3枚=2,460内/自己負担
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4. 福祉タクシー券交付の申請手続きについて

(1)申請先は、事業を実施しています各市の福祉事務所又は町村の福祉課等が窓口になります。
(2)申請時に必要なものは次の通りです。

申請書･身体障害者手帳･印鑑･(ALSの病気だけの場合)
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5. その他、リフト付き車両の利用について

(1)申請先は、事業を実施しています各市の福祉事務所又は町村の福祉課等が窓口になります。
(2)申請時に必要なものは次の通りです。

申請書･身体障害者手帳･印鑑･(ALSの病気だけの場合)

【社会福祉協議会の場合】

(1)各自治体の社会福祉協議会で、リフト付き車両を貸し出しができる所があります。但し、す
べての社会福祉協議会がこうした貸し出しができるとは限りませんので、事前に確認してお
くことが必要になります。

(2)社会福祉協会から、リフト付き車両の貸出を受ける場合、一定の要件を満たすことが必要に
なりますので、事前に確認しておくことが必要です。例えば、
① 車椅子等を使用しなければ移動が困難なこと。
② 各種団体等の主催する行事への参加や福祉施設を利用する場合に使用できる。

(3)費用の自己負担については、使用されたガソリン代を実費負担して頂くところがほとんどで
す。

(4)リフト付き車両の貸出を受ける場合、事前に登録を必要とする場合がありますので、事前に
確認を取ることが必要です。

(5)リフト付き車両の貸出を受ける場合、運転手さんや介護ボランティアのサポート体制が整っ
ている所もありますので、事前に確認を取ることが必要です。

【福祉施設の場合】

(1)福祉施設によっては、リフト付き車両を貸出されている所があります。但し、すべての福祉
施設で車両の貸出ができるとは限りませんので、事前に確認することが必要です。

(2)特に、車両の貸出を受ける場合、要件がありますので事前に確認することが必要です。
※身体障害者の福祉の向上に繋がるものであれば、特に問題はありません。

(3)車両の貸出を受ける場合、事前に借用願いを文書にて提出する必要がありますので、外出の
日程が決まりましたらできるだけ早く、車両の借用申し込みを行なうことが必要です。

(4)費用の自己負担については、使用されたガソリン代を実費負担して頂くところがほとんどで
す。

14. 在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業

在宅で人工呼吸器を使用しておられる特定疾患の患者さんへの診療報酬外の訪問看護事業で一人
あたり年間260回の範囲で訪問看護が受けられます。

1. 目的

在宅人工呼吸器使用特定疾患患者に対して診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を実施す
ることにより、本県における在宅人工呼吸器使用特定疾患、患者の在宅療養の実態を把握し、訪
問看護の方法等に関する研究を行うことを目的とする。

2. 実施主体

山梨県(以下「県」という。)

3. 対象患者

筋萎縮性側索硬化症、多発性硬化症、脊髄小脳変性症等の特定疾患治療研究事業対象疾患患者
で、当該疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している患者のうち、医師が診療報酬
対象外の訪間着護を必要と認める患者とする。

3. 実施方法

(1)県は、本事業を行うに適当な訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者又は指定老人訪問看護
事業者が当訣指定に係る訪問看護事業又は老人訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)
又は訪問看護を行うその他の医療機関（以下「訪問看護ステーション等医療機関」という。)に
訪問看護を委託し、必要な費用を交付することにより実施する。
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5. 委託訪問看護ステーション等医療機関

(2)前項の費用は、診療報酬において在宅患者訪問看護･掲載料又は老人訪問看護療養費を算定でき
る回数を超える訪問看護について次の各号に定める額とする。
① 医師による訪問看護指示料は、1月1回に限り3,000円
② 訪問看護ステーションが行う保健師又は看護師による訪問看護の費用の額は、1回につき

8,000円
③ 訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額は、1回につき7,500円
④ その他の医療機関が行う保健師又は看護師による訪問看護の費用の額は1回につき5,300円
⑤ その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額は、1回につき4,800円

(3)治療研究の期間は、同一患者につき1か年を限度とする。ただし、必要と認められるときは、そ
の期間を更新できるものとする

委託訪問看護ステーション等医療期間は、本事業を行うのに適当と認められ、知事と委託契約を
締結した訪問看護ステーション等医療機関とする。

6. 参加申請

(1)申請者は、原則として対象患者又はその配偶者若しくは2親等内の血族とする。
(2)申請者が本事業による訪問看護を受けようとするときは、「在宅人工呼吸器使用特定疾患患者

訪問看護治療研究事業参加申請書」（様式1）（以下「参加申請書」という。）に特定疾患医
療受給者票の写し(医療受給者票の交付を受けていない者にあっては、知事が指定する臨床調
査個人票正本）、並びに診療報酬対象外の訪問看護に係る主治医の訪問看護指示書及び訪問看
護計画書（診療報酬対象分と対象外の分を含む。以下同じ。）の写しを添付して、対象患者の
住所地を管轄する保健所長（以下「管轄保健所長」という。）を経て知事に申請する者とする。

(3)前項の申請書等は、当該訪問看護を実施しようとする訪問看護ステーション等医療機関がとり
まとめて管轄保健所長へ、提出することができる。

7. 給付の決定

(1)知事は、保健所長から参加申請書の進達があったときは、必要に応じて山梨県特定疾患対策協
議会の意見を聞き、給付の可否を決定する。

(2)知事は、前項の決定をしたときは、その結果を申請者及び訪問看護ステーション等医療期間に
通知しなければならない。

(3)給付の決定の効力は、特定疾患医療受給者票の有効期間の取扱いに準じるものとする。

8. 実施内容

(1)同一の対象患者に対する訪問看護は、診療報酬対象分と対象外の分を併せて、同一の訪問着護
ステーション等医療機関により行わなければならない。

(2)本事業による訪問看護の回数は、対象患者1人に対して1週間につき5回を限度とする。ただし、
対象患者の病状から特に必要と認められるときは、年間260回の範囲内で1週間につき55回を
超える訪問看護を行うことができる。

(3)本事業による訪問看護を実施しようとする訪問看護ステーション等医療機関は、毎月の訪問看
護に係わる主治医の訪問看護指示書及び訪問看護計画書をあらかじめ知事に提出するものとす
る。

9. 報告

(1)本事業による訪問看護を実施した訪問看護ステーション等医療機関は、毎月、対象患者別の在
宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業実績報告書（様式2）を知事に提出する
ものとする。

(2)知事は、前項の報告書を毎月、国が別に指定する特定疾患調査研究班の班員あて送付するもの
とする。

10. 費用の請求

(1)第4、(2)、①による訪問看護指示料を請求しようとするときは、在宅人工呼吸器使用特定疾患
患者訪問看護治療研究事業訪問看護指示料請求書（様式3）により、管轄保健所長を経て知事
に請求するものとする。

(2)第4、(2)、②から⑤による訪問看護の費用を請求しようとするときは、在宅人工呼吸器使用特
定疾患患者訪問看護治療研究事業訪問看護費用請求書（様式4）により、管轄保健所長を経て
知事に請求するものとする。



-82-

(1)対象患者が給付決定の有効期間を過ぎて本事業による給付を継続する必要があるときは、有効
期間満了前20日までに第6の例により管轄保健所長を経て知事に参加申請するものとする。

(2)対象患者が他の都道府県に転出しようとするとき、その他本事業による給付が不要となったと
きは、速やかに管轄保健所長を経て知事に申し出なければならない。

11. 給付の更新等

この要領は、平成10年5月20日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則

15. 障害者支援費制度

目的

利用者と事業者が対等な関係に立って、福祉サービスを自ら選択できる仕組みを基本とする利用
者本位の社会福祉制度の確立を図り、障害者のノーマライゼーションと自己決定の実現を目指すも
のです。

意識

(1)利用者が自分の意思でサービスを選択できるようになります。
(2)サービス事業者と直接契約を締結するため、利用者の権利性が高まります。
(3)利用者によるサービスの選択が行われることにより、事業者に競争原理が働き、効率的で良質

なサービス提供が期待できます。

市町村
県

指定

①支援費支給申請 ②支援費支給決定
（受給者証交付）

⑥支援費請求

⑦支援費支払
（代理受領）

指定事業者利用者

③契約
④サービスの提供

⑤利用者負担額の支払

* やむを得ない自由により支援費制度の適用が困難な場合には、これまでどおり市町村が措置制度
により、サービスを提供することができます。

【支援費制度の福祉サービスを利用するまでの基本的な流れ】

①支援費制度の対象となるサービスを利用するには、申請者が居住する市町村に支援費の支給申請
を行います。

②申請を受けた市町村は、申請者や家族などから支給決定に必要な調査を行い、支給か適当である
場合は、受給者証を交付します。また、サービスの利用に要する費用のうち利用者又はその扶養
義務者の負担能力に応じて利用者負担額を決定します。

③受給者証の交付を受けた利用者は、支給決定された範囲内で、指定事業者とサービスの利用につ
いて契約を締結します。

④指定事業者は、この契約に基づき、利用者にサービスの提供を行います。
⑤利用者又はその扶養義務者は、市町村で決定した利用者負担額を指定事業者に支払います。
⑥指定事業者は、利用者に代わって支援費(サービスの利用に要する費用から利用者負担額を差し
引いた額)を市町村に請求します。

⑦指定事業者は、請求に基づいて市町村から支払われた支援費を利用者に代わって代理受領します。

市町村の役割

市町村は、援護の実施者として、障害者に対する支援体制の整備に努めるとともに、利用者本位
のきめ細やかな対応により支援費の支給決定等を行います。具体的には、次の業務を行います。

(1)支援費に係る業務 ①支援費の申請の受付
②支援費の支給の決定

③受給者証の発行
④支援費の支払い 等
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障害者等が事業者を適切に選択するためには、指定事業者の情報を知る必要があります。市町
村は、広報、ホームページ、パンフレット等を活用し、障害者等が必要な情報を容易に入手でき
る体制を整えます。
① 事業者に関する情報(事業者の所在地、施設及び設備の状況、空き情報等)の提供
② 相談支援に関する情報の提供 等

県の役割

(2) 情報提供に係る業務

(3)相談に係る業務
市町村は、障害者等がサービスを主体的かつ適切に選択していくためには、どのようなサービ

スを利用したらよいか、また、どのようなサービスを組み合わせて利用したらよいのか等につい
ての相談に応じる体制を整えていきます。
① 支援費支給申請の手続きに関する相談
② 福祉サービスの利用に関する相談
③ 支援費額、利用者負担額に関する相談 等

(4)福祉サービス利用に係るあっせん･調整、要請
市町村は、利用者の希望により、サービス利用に係るあっせん･調整を行うとともに、必要に応

じて事業者に対して利用の要請を行うことができます。(サービス提供事業者は、市町村が行う
あっせん･調整、要請に対し、できる限り協力しなければならないとされています。)

県は市町村において、支援費制度が円滑に実施されるよう必要な支援を行います。

(1) 市町村相互間の連結調整
県は、市町村が行うあっせん･調整、要請について、市町村相互間の連絡調整などを行いま

す。とりわけ、施設の定員を入所希望者が大きく上回る場合にあっては、施設サービスの利用
が円滑に行われるよう、公的な調整システム(入所調整)を構築する予定です。

(2) 専門的な判定
障害者相談所(更生相談所)は、市町村が行う支援費の支給決定において、特に専門的な知見

が必要である場合には、市町村の依頼に基づき医学的、心理学的及ぴ職能的判定を行い、意見
書を送付します。市町村は、その意見書を勘案して支給決定を行います。

(3) 事業者の指定、指導･監督等
県は、事業者からの申請に基づき、支援費制度に係る福祉サービスを提供する事業者の指定

を厚生労働省で定める基準により、サービスの種類及び事業所ごとに行います。
また、事業者の指定情報を各市町村に提供いたします。

支援費制度と介護保険制度とは、利用者によるサービスの選択制度などの点において共通する
部分がありますが、目的、財源などの基本的な仕組みについては、次のような大きな相違点があ
ります。

介護保険制度との相違

(注1) 障害者福祉の分野においてもこ自らの意思により主体的に福祉サービスを利用できるようにするに
は･ケアマネジメントの手法は重要であることから,平成15年度からの障害者福祉におけるケアマネジ
メント手法の導入に向けて、現在、準備を進めています。

区分 介護保険制度 支援費制度

主な目的

財 源

利用者負担

認定機関

不服申し立て

ケアマネジメント

○高齢者等に対する介護の支援

○保険料 50%

○公費 50%

○1割負担（応益負担）

○介護認定審査会

（保険、医療、福祉等関係者）

コンピュータの一次判定

主治医の意見書等を参考

○介護保険審査会の対する審査請求

○制度として位置づけ

○障害者に対する介護のほか、社会経済活動へ

の参加、自立等の支援

○公費 100%

○障害者又はその扶養義務者の所得に応じた負

担(応能負担)

○市町村

ただし、専門的知見が必要な場合には、障害

者更生相談所又は児童相談所に意見を求める

ことができる

○市町村に対する異議申立て

○制度として位置づけてない(注1)
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支援費の決定を受けた利用者は、支援費支給決定の範囲内でサービスの利用が可能であること
から、支援費の支給量の管理が必要となります。そのため、利用者（受給者証）、事業者（実績
記録表）及び市町村（支給管理台帳）は、それぞれ支給量の管理を行う必要があります。

支援費のサービスの利用から支援費の支払いまでの流れは、サービスの種類によりその取り扱
いが異なります。
居宅介護及びデイサービスに関わる基本的な流れは、次のとおりです。

5. 支援費の支払い

利用者 指定事業者 市町村

支給量の確認

①交付

（期間、支給量、利用者負担額）

記入

⑥記入

②提示

③記入

契 約 契 約

④ ④ ⑤報告

居
宅
受
給
者
証

支

給

管

理

台

帳

サービス提供

⑧記入

実績記録票

利用者負担請求

サービス提供月の
翌月の10日までに

⑫請求
支援費の請求

添付 ・請求書
・明細書
・記録票の写 サービス提供月の

翌々月の末日までに

審査

支払代理受領

受領額の通知

実績の確認

利用者負担額
⑩支払

⑨

⑦

⑪領収書

⑬

⑭⑮

記入

確認

決定

16. 重症難病患者入院施設確保事業

山梨県は、入院治療が必要となった難病患者さんの入院施設の確保ができなかった時、適時に医
療の確保等が行えるよう、県内の医療機関及び県医師会や保健所などの協力を得て重症難病患者入
院施設確保事業を開始しました。

◇対象となる難病患者
国が定めている特定疾患対策研究事業の対象疾患（118疾患）に罹患している難病患者さん。
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〔入院施設の確保について〕

◇利用方法

① 在宅診療に携わっている主治医が、難病患者さんの病状の変化に対し、入院治療の要否を判
断し、必要に応じて、拠点病院の連絡調整員に入院調整の依頼をして下さい。

（入院調整依頼受付時間）
午前8時30分～午後5時00分まで。（土日、祝日を除く）

（入院調整依頼先） 山梨県立中央病院 医療相談室 TEL 055-253-7111

② 拠点病院の連絡調整員が、入院受け入れ病院を選定後、依頼のあった主治医に連絡します。
主治医は、当該患者さんの病状等受け入れ病院の担当医師に連絡して下さい。

◇拠点病院及び協力病院
難病患者さんが病状の変化に応じて必要な入院治療が受け入れられるように、県内1か所の拠

点病院と11か所の協力病院が指定されています。

○拠点病院： 山梨県立中央病院
○協力病院： 山梨大学医学部附属病院 ・市立甲府病院 ・社会保険山梨病院

甲府共立病院 ・山梨厚生病院 ・組合立飯富病院
韮崎市立病院 ・都留市立病院 ・大月市立病院
富士吉田市立病院 ・山梨赤十字病院

〔難病の各種相談窓口〕

保健所において、難病患者さん等からの診療、医療費、在宅ケア、心理ケアなどのご相談をお受
けします。

◇保健所相談窓口

管轄地域振興局 担当所属名 電話番号 所在地

峡中地域振興局健康福祉部 甲 府 保 健 所
小笠原保健所

055-237-1380
055-282-1116

甲府市太田町9-1
南アルプス市下宮地445-5

峡東地域振興局健康福祉部 石 和 保 健 所
日下部保健所

055-262-1940
0553-20-2753

石和町広瀬785
山梨市下井尻126-1

峡南地域振興局健康福祉部 身 延 保 健 所 0556-62-1071 身延町丸滝宮ノ前569

峡北地域振興局健康福祉部 韮 崎 保 健 所 0551-23-3073 韮崎市本町4-2-4

富士北麓地域振興局

健康福祉部

大 月 保 健 所

吉 田 保 健 所

0554-22-7827

0555-24-9034

大月市大月町花咲1608-3

富士吉田市上吉田1-2-5

＊この事業に関する問い合わせ：山梨県福祉保健部健康増進課母子保健・難病担当
TEL 055-223-1496



ＡＬＳ患者の在宅療養事例 平成１６年５月 （患 者） 北島英子
（介護者） 北島恒男

昭和63年8月ALS発症（妻37歳、夫40歳）、平成元年8月ALSと診断。徐々に全身の筋力低下により、
平成4年車いす生活となる。夫婦二人暮らしのため、日中は夫仕事のため、この時期より訪問看護、介
護などによる公的サービスを受ける。丁度10年後の平成14年7月自発呼吸が困難となり気管切開。人工
呼吸器装着する。文字盤と、意思伝達装置（パソコン）にて日常のコミュニケーションを取りながら家
族共々充実した日々を送っている。

ここに、一人のＡＬＳ患者・家族の在宅
療養の実際を紹介する。

発症から17年間の経過について

昭和63年8月
左腕にだるさを感じる。
コーヒーカップ程度の物も重く感じ、
手がふるえてぎこちなく飲むよう
な状態になる。
山梨医大Ｄｒより頸部が原因ではない
かと注射と首のけん引、温泉療法
を行う。体調は一向に改善されず不安
な日々を送る。

平成元年8月
山梨医大に２週間検査入院。筋生検（腕の筋肉細胞を取り出し検査）筋電図、脊髄液の検査等か
らALSと診断される。

平成2年11月
腕の力が極端に弱くなり、車のキーを回すのも大変になり、車の運転は中止する。
歩行にも転ばないよう人の介助が必要になる。

平成4年2月
車いす生活になる。入院中自宅を増改築し、バリアフリー（玄関入り口のスロープ、廊下、居間
の段差、洗面台、車いすトイレ、ユニットバスなど）形式とする。

8月
改造完了。日中の在宅介護の地域ケアネットワークを確立要所要所に公的介護サービスを入れる。
（6ヶ月毎にケア関係者の調整会議開催し、介護サービスを調整）

平成6年4月
自力での食事困難。アームバランスを利用してワープロ、読書はブックスタンドに本を挟んでも
らい、口に加えた指し棒でページをめくる。

平成8年3月
日本ALS協会山梨県支部設立（全国で15番目）
（夫）副支部長として活動始まる。

平成12年4月
介護保険制度スタート。介護度５にてケアプラン始まる。
（言語がわかりにくくなり、声も小さくなり意思伝達に時間がかかる。パソコンにて意思伝達が
多くなる。この期間も訪問看護、介護の充実で安定状態を保つ）

平成14年7月18日
呼吸困難になり、気管切開行う。
同8月18日喉頭摘出術、声を失う。（気管の通路と、食道の通路を完全に分けてしまい、誤嚥性
肺炎の危険性を完全に排除する手術）を行う。

平成14年11月4日
退院。人工呼吸器装着しての在宅療養始まる。
病院関係者、町の保健師、福祉担当、社協、各介護支援センター関係者、などのご支援で、入院
前と同等以上の介護体制が確立される。

平成15年3月
呼吸器装着後初めての一泊県外旅行行う。
一日目東京ディズニーランドに遊び二日目、千葉県支部15周年記念祝賀会出席。看護師2名同行。
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第六章 在宅療養の事例



長期の外出にも自信が湧く。
外出に用意する物などマニュアル作成

7月
ALS協会山梨県支部長（北島英子・患者）に就任
喉頭摘出のため声を失うが文字盤と、意志伝達装置（パソコン）にて会議の資料、他支部会員と
のメール、自分のケアプランなどを指のスイッチか唇のタッチスイッチで操作。
９月

日本ALS協会全国大会（新潟）看護師2名、夫運転で出席。
全国の患者家族関係者200名と交流をはかる。

平成16年3月
呼吸器装着後も益々、体力、気力も充実し、支部長としての支部の活動も積極的に行動。新しい
患者さん宅を訪問したり、メールや、家での相談を受けながら自らの体験を話している。

告知を受け、受容までの感情的な変化はどのようなものであったか。

発症して約一年後の平成元年8月、山梨医大神経内科担当助教授、医師から検査結果を受けた。夫には
運動神経の難病である「筋萎縮性側策硬化症」通称ALSといわれる。「この病気は周囲の環境や個人差
もあるが、一般的には2～3年の間に全身がマヒし、呼吸も出来なくなる。最後まで頭ははっきりしてい
る。今のところ治療法も、薬もないが、出来るだけ普通の生活をしながら周りとのコミュニケーション
を取って欲しい。」という趣旨の説明があった。家族は大きなショックを受け、本人への告知はため
らった。一方で、本人に伝えられた病名は「脊髄性筋萎縮症」（＊この病気は難病指定にはなく特定疾
患には入っていない）で進行性はないと言うことだった。ところが病状は日を追う毎に悪化していく。
本人の中では、診断に対しての不信が膨らんでいったようだ。数冊の医学書を読みあさり、当てはまる
点が多いことから「ALS」の可能性を疑いだした。夫は、半信半疑の生活ながら2～3年で動けなくなっ
てしまうということなので出来るだけ楽しい思い出を作っていくよう心がけた。告知を受けた夏には3泊
4日で佐渡旅行へ行った。ゆっくり歩くのがやっとで、食事では魚の骨を取るのは難しくなっていた。そ
れでも本人は周囲には特別悲観的な表情を出すことはなかった。そして同年12月何の気なしに夫のメモ
から恐れていた文字を見つけてしまったという。（夫が医師から告知を受けたとき聞き慣れなく難しい
名前の病気なので手帳に漢字を書いたものを見つけてしまった。）

本人は、もうその時は心臓が止まるほどのショックを受けたようだがじわじわと受け入れていったと
推測する。今振り返っても当時、夫や家族には特に悲観的な態度などはなかったように思う。本人はま
だ保健所職員ということもあって、周囲にはALSを知られたくないということだったので特定疾患の申
請は2年後になった。
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（後記）私たちが知り合った全国のALSの患者さんで心豊かにいろいろと前向きに社会活動を行ってい
る方々は早くALSの特徴を受容し、指や腕の機能がマヒして筆記が出来なくなってもパソコンの生活を
導入して全国の患者仲間、友人、知人、とのインターネットの機能から毎日の充実感を持って頑張って
いる。我々も体験から新しい患者さん家族にはいち早くパソコンを使った生活を勧めている。パソコン
はＡＬＳ患者の為にあるものと信じている。

現在はどのような看護・介護体制で生活しているか

一日の生活の流れ

朝7時目覚め、痰の吸引、体位交換、水200cc飲む、ベットにてパソコンを始める。8時ベットから車
いすに移動、ヘルパーさんに洗顔、マッサージ、整髪、朝食、歯磨き、排泄、10時～パソコン、在宅
マッサージ（週2回）12時～昼食（看護師さんの介助）排泄介助13時30分～パソコン15時～訪問入浴
16時30分排泄介助～看護師さんバイタルチェック、リハビリ18時～夫帰宅19時～夕食、食べながらい
ろいろの書類を読む。ページのめくりは夫。夕食時間おわり。9時～パソコン11時就寝の準備、薬、歯
磨き、顔ふき、排泄、就寝 12時すぎ夫就寝となる。

一週間の介護スケジュール

月～金（日中は家族不在で全部公的介護サービスを受けている）

8:00 10:00 12:00 13:00 15:00 16:30 18:00

訪問介護
（ヘルパー） ヘルパー ヘルパー

訪問看護 支援費（看護師） 訪問看護 支援費
（看護師）

訪問看護

8:00 13:00 15:30 17:00

リハビリ（OT, PT）ヘルパー

ヘルパー

土

日

11:009:30

訪問看護
ヘルパー

土・日（家族が在宅しているので一部公的介護サービスを受けている）

訪問看護の内容（看護師）
バイタルチェック（体温、血圧、脈拍）、一般状態の観察、リハビリ、洗髪、足浴、トイレ介助、人
工呼吸器の管理、吸引に関わること。医師連絡など

訪問介護の内容（ホームヘルパー）
洗面、着替え、食事介助、排泄介助、呼吸器
管理、吸引に関わること。

食事時間
平日は朝ヘルパーさん、昼看護師さん夕飯は
夫の介助

入浴回数、時間
入浴は気管切開した昨年までは週3回夫一人
で入れていた。浴室入り口で浴用の車いすに
移動し、体と、洗髪した後、浴槽に5分ほど
温まる。約1時間要す。気管切開後は呼吸器
装着のため介護保険で訪問入浴をお願いし、
持ち込みの浴槽で週2回自宅で行っている。
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家族



在宅療養の支援体制（ケアネットワーク）について

人工呼吸器をつけるか否かにかかわらず、腕や脚の障害が進んだ状態で在宅療養するには、介護をす
る家族やそれに変わる人以外に、介護サポートチームが必要になる。
妻の場合は、平成４年から障害の進行に合わせて徐々に介護サービスが増えてきた。

その都度、使える福祉制度や、医療、介護保険制度を利用して、家族の介護負担を軽減することが出来
た。現在のネットワークを図にすると以下のようになる。

車いすでの外出はどのようにしているのか。

呼吸器を着ける前は普通乗用車の助手席に少し寝るような形でどこへでも出かけた。
呼吸器を着けるようになると人工呼吸器が車いすに付いているので車いすごと乗車するため、リフトつ
きの車を購入した。
呼吸器と共に痰の吸引をするために吸引機一式必要になる。
お出かけのためには以下の物が必要になる。そして、付き添いには看護師さんは最低1人は付いている。
運転中車内で吸引することもある。
呼吸が弱くなると外出していていつ呼吸困難になるかわからないという心配もあるが気管切開して呼吸
器を付けるようになり体調が安定すれば、遠くは海外旅行までも可能である。日本の呼吸器装着者は５
年前から国際ALS会議に出席している。

外出用必要物品は個人的には差もあるが、忘れてはならない基本的な物を以下に示す。

外出前に確認すること
・呼吸器（70Ｗ）の外部バッテリーの充電

電源を抜くと外部バッテリー（10時間）、内部バッテリー（1時間）
・吸引器の充電（30分作動可能）

必要物品
・インバーター（130W以上）
・アンビュウバック、パルスオキシメーター

外出用吸引セット予備カテーテル2本、
・文字盤、コール、食事セット（はさみ、スプーン、ストローなど）
・身障手帳、通行割引チケット、健康保険証
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パソコン、文字盤の使い方について

ALSでは、舌が萎縮したり、動きにくくなって、言葉の発音が分かりにくくなる。同時に、手や指の
筋肉も弱くなるので、筆談もできなくなり、コミュニケーションが取りにくくなる。家族以外の介護者
とも自由にコミュニケーションを取らなければならない。その為、パソコンや、文字盤を使う。
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ミッキーマウスと文字盤にて会話 ディズニーランドへの外出

文字盤； 透明なアクリル盤などに書かれた五十音や数字を指さして意志を伝える。YESの場合はまばた
き1回の合図で知らせる。NOの合図は首を横に振るか合図しない方法をとっている。

文字盤での会話 唇のタッチスイッチにてパソコン操作

パソコン；残された機能を上手に使って、コミュニケーションをはかることが出来る。スイッチとして
いくつかあり、指タッチスイッチ、まばたきスイッチ、舌タッチスイッチ、息で反応するス
イッチなどがある。

我が家では、タッチスイッチで指タッチと、唇のタッチを併用している。いずれこの部分の
機能が落ちてくると顔の一部でわずかな動きで反応するスイッチに変えなければならないと考
えている。パソコン（伝の心）＋リモコンによる身の回り機器の操作は図のように活用が出来
る。

「伝の心」＋リモコンによる
身の回りの機器の操作



呼吸器を付ける決心の前はどのような状態であったか。

ALSが進行すると呼吸筋の力が低下する。その兆候として、咳の力が弱くなる、声が小さくなる。息
が十分に吸えない、吐けない。ゆっくりとした、浅い呼吸になる。などが現れる。妻も気管切開する3ヶ
月ぐらい前から明らかにいつもとは違う状態になった。朝方になると胸の苦しみを訴えるようになった。
血中酸素濃度（パルスオキシメーター）を計ると70～80台（普通の健常者では95～98）に落ちている
ときもあった。そんなときは本人の訴えで胸郭を軽く何回が押さえて深呼吸すると酸素濃度も上がり、
声も出たり、唇も赤みが出てきた。個人差もあり、このような状態まで行くと急変して呼吸困難になる
場合も多いと聞く。患者にとってはこの時が呼吸器を付けるか、付けなくて自然死になるか人生の選択
になるといわれている。妻の場合は、ALS発症から14年間も呼吸器を付ける状態にならなかったのは非
常に希有な例だが、本人の長い間の思いとしては、呼吸器は付けない考えであったようだが、いざその
場面に直面すると、ここまで長らえた命を自分で自分の命を絶つのでなく、又新たな人生として明るく
有意義に生きたいという思いになったと言う。当然、県内外のALS患者家族や、友人などの大きな励ま
しも脳裏をかすめたと思われる。
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食事はどのようにしているか。嚥下障害はないか

食事をするとき、噛み砕く力がなくなったり、舌がマヒして食べ物を口の中で動かせなくなる症状が
あらわれる。又、のどの筋肉がマヒすると、飲み込みにくくなったり、食べ物が気管の方に入ってむせ
たりする症状が出てくる。その為、うっかりすると誤って食べ物が気管に入ってしまう（誤嚥する）こ
とによって、肺炎や窒息を起こす危険性がある。その為、気管の通路と食道の通路を完全に分けてしま
う「喉頭摘出術」を行って誤嚥性肺炎の危険性を完全に排除している。これでやわらかい物は何でも細
かく刻んで安心して口から食べている。手術後数日の痛みは本人でないと分からないようだ。

食事介助

普段、リハビリはどのようにしているのか

昭和63年8月発症し、平成４年２月からは完全車いすの生活になった。以来気管切開するまでの10年
間は石和町の甲州リハビリテーション病院で週３回（火・木・土の午前9時～12時まで）行ってきた。
気管切開後は土曜日のみ外来で受けている。呼吸器装着してのリハビリはあまり例のないことだと思う
が、本人の強い希望と意欲で実現している。また、ベッド、車いすでの簡単なリハビリは毎日の訪問看
護の時間中にも受けている。

リハビリの目的は、運動障害による合併症の予防が目的である。
・関節のストレッチ、可動域訓練
・適切な体位・姿勢の保持
・体位交換
・苦痛がなく安全に出来る運動を続ける
・過度の運動を避ける

10年間の主な訓練メニューは以下の通りです。

リハビリ・PT訓練

PT訓練メニュー

★起立矯正台（20分）、★車いすからの立ち上がり
（10回×2）、★下肢股内転筋の持続的ストレッチ
（約10分間）、★下肢屈曲・伸転・外転・自動介助運
動（各20回）、★大患の胎児区回旋によるストレッチ、
★呼吸訓練（各5回×2）胸式呼吸、腹式呼吸、★骨盤
擧上（20回）、★腰部回旋（20回）
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（ALS患者の皮膚は若返り）床ずれがない

ALS患者は一般に、一日中､車いすや、寝たきりの状態にあるにもかかわらず、床ずれはほとんどない。
その原因は普通健常者は年齢と共にコラーゲンが失われてくるが、ALS患者の皮膚は、あたかもなめし
皮のようにしなやかで、皮膚をつまんで離してから元の状態に戻るのに時間がかかるそうです。これは、
高齢者を除けば、ALSの患者以外には見られない現象で、Ⅲ型コラーゲンが増えて若返るからだという
研究結果がある。
さらに、ALS患者はいつまでも意識状態が明瞭であるので同じ体型を長く続かないように介護者にはっ

きり伝えることが出来ることも要因と思われる。
妻の場合はこういう理由の他に車いすの座るクッションも体にぴったり合っていることも良い作用を

していると思う。

OT訓練メニュー

★アームバランサーにてペグの移動、★肩甲骨、肩関節の筋力運動、★胸を張る運動

本人の感想
リハビリをしても筋力低下や、マヒの進行を止めることは出来ないが、進行を遅らせることができる
ようには思う。自分が動かせない部分を定期的に動かす為、体調がよいのが自覚できる。ALS 17年
目でも脚の立つ力は衰えていない。リハビリを継続的に行う意義がある。

在宅介護での経済的な負担はどうしているか。

長い闘病期間には経済的負担も大事な要素である。
現在、我が家で受けている公的サービスなどは以下の通りである。

医療保険 （ 交通費のみ、他個人負担無し）
月一回の山梨大受診。月一回の御坂共立往診。週一回の外来リハビリ。
週5日の訪問看護。週二回の在宅マッサージ。

人工呼吸器使用特定疾患患者への訪問看護 （交通費のみ、 個人負担無し）
週5日の訪問看護 年間260回

障害者支援費制度 （ 一部個人負担あり）
毎月125時間の介護人派遣

介護保険（本人一割負担）
要介護5認定。訪問介護、訪問入浴

日常生活用具 （購入時、一部負担）
パソコン（意思伝達装置・伝の心）、車いす、電動ベッド、吸引器、など

以上が我が家の昼間の介護サービス内容である。
特定疾患の認定を受けているので、医療保険では全額国の費用で賄われる。交通費のみ。介護保
険では個人負担１０％と交通費、障害者支援費では一部負担と交通費。となります。
本人は障害者年金を受けているので現在のところはその範囲内での支出で賄っている。

・生きようとする強い意志。
発症から2～3年は周囲にはその素振りは見せ
なかったが、内面的には病気の進行に心が適
応するのに難しかったようだ。担当医師のこ
とばから、すぐに命に関わる病気ではないこ
とを信じながら一日一日を大事に生きること
に心がけ、職場や、リハビリをうまく組み合
わせてできるだけいろいろの人とのふれ合い
を持ってきた。その経過の中で、現実的な目
標を持つことになり、「できないこと」では
なく、「できること」に目を切り替えたよう

に思う。 ALS患者でやりたい目標を持ち強く生きるためには相当に強靱な精神を持っていなければ
ならない。
最近では
同病のALS患者からの悩み（心理的ケア、情緒的不安、障害への適応 など）を自己体験からアドバ
イスなどできる余裕を持っている。

ALS患者家族との交流

ALS 17年目を振り返って、生き生き過ごしている要因は何か
（夫から客観的に見ての感想）



-93-

・運動能力低下への適応

病状の進行した時期にも通院リハビリを続けた。暑い日も、寒い日も一年中週3回、10年間（Ｈ4～
Ｈ14）休まず続けた。人工呼吸器装着後（Ｈ14．11月～）も週１回続いている。
通院リハは運動能力回復のみならず在宅生活にメリハリをつける意味からも大事なこと。

・効果的なコミュニケーション方法がとれる

気管切開後は声は出ないので意思伝達にはパソコンと、文字盤を使っている。
世の中にパソコンが出たことで障害者にとっては命の綱となった。もしパソコンが無い時代であった
ら生きる望みは無くなっていたかも知れない。メールの交換、日常会話、会議の資料など正確に伝わ
ることで以前と同じ社会参加が出来ている。

・社会的交流がある

他の人との接触を保つ。楽しみのための活動を行う。援助を求める。
ノーマライゼーション（普通に、当たり前にすること（障害そのものを「正常化」することではな
く）の理念を実現している。
普段から友人に恵まれ、呼吸器装着前10年間は月一回は県内外の観光地、ミュージアムなどへの外出、
装着後は不定期だが、ディズニーランド、ピアノ、ジャズコンサート、県内外の総会、交流会には積
極的に参加し、自己アピールも欠かさない。

早くから（平成4年8月より）町の社協、医療機関、訪問看護、介護ステーション、ボランティアなど
からの支援を受け、町の保健師が中心になり、地域ケアネットワークがスムースに図られてきた。そ
の事により日中の在宅療養が良い環境でまわっている。
少し前の時代であったら夫の仕事は続けられなかったと思う。そして、何より八代町を中心とした福
祉の環境が良かったことが幸運なことと感じている。

・理想的なケアプランが図られている。

学生ボランティアとの交流ジャズコンサート

ケア調整会議（年2回）風景
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・生活しやすく改造された環境

平成4年、車いす生活になったとき、家をバリアフリー様式に改造、増築した。
玄関入口、段差解消、ユニットバス、洗面所、トイレなど介護しやすい環境になっている。平成15年
介護施設兼、バリア住宅完成。体調が安定し、住環境整備が大切な要素であることを実感する。過去
15年間風邪なし。

・バランスの良い食事、清潔の保持

患者本人が毎日一番気をつけていることは適切な栄養と、水分の摂取だと思っている。毎回食事時は
前と後でカップ2杯の水分摂取し、中間でも取るのでトータル1日に2リットルぐらいは規則正しく
取っている。
気管切開（平成14年7月）までは嚥下障害が起きないよう食事には十分気をつけてきた。呼吸器装着
後も幸いなことに普通食を細かくすると何でもバランス良くとれるため、むしろ、装着前よりも体調
は保持されている。
普段の食事をきちんと取ることは、非常に大切なことと実感している。

・ 人間関係が豊かになり、社会的視野が広がった
夫の社交性なのか、早くから妻の障害のことを周囲などに発信した。
難病団体の組織を確立し、多くの同士や、支援者との交流が広がり、いろいろの方々との人間関係
が作られた。医療、福祉、行政、地域、団体など。
妻のお陰で、介護体験を通して得た人生経験で世の中がよく見えるようになった気がする。

介護者（夫）として長年介護を体験してきて、プラスに感じていることは。

・ 限られた時間でも気持ちの切り替えが良くなり、生活にメリハリ、集中力が育っていった感じがあ
る。

・ 介護者の睡眠時間は減少したが、日常生活は規則的になり、健康的である。
健康管理にも気をつけるため、人間ドックの検査データでも証明されている。

平日の日中は仕事で家のことは忘れているので、普通の方と同じである。
私は、以前から趣味（スポーツ、歌など）が多かったのでこういう状態になっても気分を変えるの

に助かったと思っている。性格は大らかでいろいろあってもプラス思考を心がけ、苦しいときもむし
ろメリハリがあっていいと自分に言い聞かせるようにしてきた。いつか必ずいいときもあるさと信じ
ていると恐れることもない。そのうち、人間も成長され、小さいことにはクヨクヨしなくなる。どう
したら自分の時間がとれるのか工夫するのも楽しい。気管切開するまでの14年間もむしろ気分転換す
るために多くの役職も引き受けた。2年前の気管切開からは人工呼吸器の管理もあるので家に帰って
からの夜の外出は大分制限している。平日は勤務の傍らうまく休暇を利用して運動不足とストレスを
ためない工夫をしている。

介護者（夫）のストレス解消はどのようにしているか。

・ 呼吸器をつけてからは原則一人には出来ないが、呼吸器の管理をしっかり確認して1時間ぐらいは
一人残して外出することもある。しかし、万一のことも頭をよぎり、常に精神的プレッシャーは感
じる。

・介護者が疲れたとき、風邪などひいたとき、頭が痛いとき、腰が痛いときなども介護は一日も休め
ない。

・本人は、ノーマライゼーションの理念（可能な限り普通にできるように、生活環境、生活条件を整
えること）を実現したいと思っているので、結構なことではあるが、思い通りにするとなると現実
はすべて準備と、介助が伴うので時と場合によっては非常につらいときがある。

・文字盤でもなかなか意志が通じずお互いイライラするときは切れそうな感じになるときもある。
・一時的にはこのようにイライラすることもあるが、本人のことを考えればほんの些細なことである。

その場を離れて仕事をしたり、スポーツをすればすぐに気持ちはスッキリする。自分でもさっぱり
した性格だと自画自賛している。

（夫が）大変と感ずるときは
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・ 朝目覚めて今日も生きていたと元気に目をぱっちり開けてくれたとき。
ぐっすり眠れたと確認したとき。

・ 夕方６時に帰宅して、妻と介護者が笑顔で文字盤や、パソコンで歓談している姿を見るとき。
今日も一日元気で過ごせたと確認したとき。

良かったと思うとき

・ 患者さんにはいつも笑顔で明るい声で接して欲しい。
・ 一生懸命に患者さんのことを思ってくれる姿勢が、患者や家族には大きな励みになり、私たちも一

生懸命生きようと言う気持ちになってくる。
・ ＡＬＳ患者さんの障害の程度は十人十色。最初の発症から呼吸器装着、全身マヒで寝たきりでも意

識は正常、意志を正しく伝えたいと思っている。どんな状態でも本人の意思を尊重し、それぞれに
合った介護の工夫が必要。
患者の立場に立った心あたたかな看護を。

・ 治療法が確立していない難病にとっては看護師さんの難病に関わる専門的知識が必要。大いに勉強
して欲しい。

ＡＬＳ患者に関わる看護師さんへのメッセージ

介護とは、介護する相手に対する集中力
相手との対話
相手とのふれあい、学びあい
相手への思いやり
相手の立場に立って考えること。
相手と同じ体験が出来るよう努力すること。
相手と一緒に介護の学習をして改善をめざすこと。
相手の利用できうる制度を研究し、利用をめざすこと。
相手をふくむすべての障害者の療養環境改善に努力すること。

東京都府中市・佐々木公一さんからのメッセージ（ALS患者10年の体験として）

ALS協会県支部は現在全国に38支部が作られている。
山梨県は、平成8年3月に設立され満8年目を迎えた。

ALS協会の活動

ALS協会の目的は、
・ ＡＬＳ患者・家族が人間としての尊厳を全うできる社会の実現。
・ 会員が密接な交流を保ち、情報交換を行い、互いに励まし合い、支え合い、輪を広げていく。

支部の活動は

・ 患者・家族の療養支援。・年数回の学習会、交流会などを通して、会員相互の交流・山梨県支
部便りを発行し、会員への情報連絡、社会への啓蒙・月一回の運営委員会で計画の立案、実
行・年一回の総会で会員意志により方針決定。

現在、山梨県支部の会員は130名ほど。年間のいろいろの行事に、ボランティアとして医学
生、看護学生の参加を歓迎している。

第8回総会・講演会風景（’03.7.13）



1. 日本ALS協会山梨県支部：  
   〒406-0821 山梨県東八代郡八代町北1617 北島英子方 
    TEL・FAX：055-265-1568 
2. 参考図書： 
 ・障害者福祉ガイドブック 発行 山梨県福祉保健部障害福祉課 
 ・ALSケアブック（改訂版） 日本ALS協会 編 
 ・ALS協会山梨県支部だより No. 9, 10 
 ・ Live today for tomorrow ALSの患者さんとご家族のために  
                        アベンティスファーマ 
 ・ みんなのあんしん介護保険 〜手続きから利用まで〜  
                南アルプス市保健福祉課 介護保険担当 
 ・ 絵で見る介護 監修 国立療養所東京病院リハビリテーション科  
                            主婦と生活社 
 ・ 在宅人工呼吸器マニュアル 監修 木村謙太郎ほか  
                  日本在宅医療福祉協会在宅医療部会 
 ・ 人工呼吸器を装着しているALS療養者の訪問看護ガイドライン 
    平成11年度 厚生省特定疾患 特定疾患患者の生活の質(QOL)の 
    向上に関する研究班 「人工呼吸器装着者の訪問看護研究」分科会 
 ・摂食機能療法マニュアル 道健一ほか 医歯薬出版  
3. インターネットホームページ 
 ・ 日本ALS協会 
      http://www.jade.dti.ne.jp/~jalsa/ 
 ・厚生労働省 
      http://www.mhlw.go.jp/ 
 ・ 難病情報センター 
      http://www.nanbyou.or.jp/ 
 ・ 国立療養所犀潟病院神経筋難病情報サービス 
      http://www.saigata-nh.go.jp/nanbyo/index.htm#start 
 ・ 福岡県重症神経難病ネットワーク 
      http://www.med.kyushu-u.ac.jp/nanbyou/nanbyou.html  
 

第七章 支援情報 
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資 料

1. 人工呼吸器、吸引器

これらは病院・個人いずれでも購入もしくはリース契約できます。医療保険でまかなえますので、
機種選択も含めて病院とよく相談するようにしてください。

a. 人工呼吸器

(非侵襲的陽圧換気：鼻マスクを用いて簡単に装着できます。)

フジレスピロニクス BiPAP 

(侵襲的人工換気：気管切開をしてから装着します。)

タイコヘルスジャパン
achieva

フジレスピロニクス PLV-100

など

b. 吸引器

卓上タイプとポータブルタイプがあります。出かける機会が多い場合にはポータブルタイプを
用意しておくと良いでしょう。
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2. コミュニケーション機器

a. 意志伝達装置

伝の心*** （株）日立製作所
トーキングノート* （株）ライベックス
目で打つワープロII** 竹井機器工業（株）
パソパルマルチ* （株）ナムコ
漢字Pワード* 日本アイ・ビー・エム
トーキングパートナー* （株）広島情報シンフォニー

など

連絡先： * パシフィックサプライ 06-352-5708
** 竹井機器工業（株） 03-3787-1091

*** シースターコーポレーション 03-5430-3700
パシフィックサプライ

b. パソコン入力支援製品
ウイビック（WiVIk-2）パシフィックサプライ（株）
ウインドウズ(Windows)用
キネックス (Ke.nx)  （株）アクセスインターナショナル 03-5248-1511

マッキントッシュ(Mac)用
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在宅の準備：呼吸器と吸引器

2002年はついにKさんが気管切開をして呼吸器と共に生きることになりました。残念なことに
医学的には未だ延命装置の位置づけで、選択権も医師にありますが、私達にとっては、文字通り肉
体の一部で命を託しています。このような観点から、この機会に考えを整理してみました。

山口 衛

１．呼吸器
吸引器もそうですが、機会は必ず故障するものと考えてバックアップの手動式の用意が必要です。
通常、蘇生バック、商品名で「アンビューバック」と呼ばれるものです。最近はシリコンゴムの
製品になって耐久性も良くなったようです。国産品もありますが、私の経験では心臓部のバルブ
の動きは、本家のアンビューバックが良いようです。さて、呼吸器ですが、

評価点としては、
・信頼性（特に警報）：基本的な信頼性は各社とも良いようですが、LTVシリーズでは発売当初と
最近に警報にトラブルがあり要注意です。警報は使用するものにとって命綱なので大切です。

・バッテリー寿命（消費電力）：電力会社では2時間以内にほとんどの停電は回復できると
言っていますが、狭山の自衛隊機墜落では4時間以上、九州の台風と阪神大震災では数日間の停電
が報告されています。内臓バッテリーで数時間、外付けバッテリーで数日間もてば理想的ですが、
現在は不可能です。

タイコ社の「アチーバ」は内蔵で4時間、外付けで20時間の動作を保証していて良い機械です
が少し大きくて標準の車いすに乗らないことと、外付けバッテリー用の充電器が内臓されていな
いのが欠点です。しかし、他の機種の内臓バッテリーの動作時間は８時間程度で、「アチーバ」
は、安心感、使いやすさ共に抜群です。

・動作音：LTVシリーズは、空気源としてタービンポンプを使っていて、かなりの音です。家庭な
どで使うときには要注意です。

・サイズ（軽量、小型）：LTVシリーズが、ノートパソコン並みの大きさで抜群です。外出などに
最適です。
などが主なものですが、予備電源をどうするかは大切な問題です。私の場合は、

イ．内蔵バッテリー
ロ．外付けバッテリー
ハ．予備バッテリー インバータ（直流／交流変換装置）
ニ．車のシガーライター インバータ（直流／交流変換装置）

の4段階で構成しています。最後のニ．は車で遠出の時には必須ですし、非常時には庭先に車を乗
り入れて、車を自家発電装置として使うことを想定しています。インバータ（直流／交流変換装
置）は容量500Ｗも有れば充分で、車用品店で手に入れることが出来ます。

２．吸引器
日常生活用具として認められ給付されます。山梨県のホームページで障害者福祉課の「日常生活
用具の給付」の項を見ますと

【呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者
電気式痰吸引器 67,000円】とあります。この金額を超えた場合は差額が自己負担になります。

①排気流量は、30LPM前後かそれ以上が必要である。
【吸引力＝吸引圧×排気流量】で表されます。吸引圧はほとんどの機種で50～60mmHgで差が
有りませんが、排気流量は差があり価格も変化します。在宅を前提とすると、痰の量や粘りはそ
の日の体調や気候によって大きく変化します。すっきり吸引するためには、20LPM程度では力不
足です。痰の取りきれない苦しさは嫌なものです。

②バッテリー内蔵やDC12V（車のシガーライター）対応の機種がよい。
在宅では、停電対策を必ず考えなければいけません。その為にはバッテリー内蔵機種が一番で

す。また、通院や外出の時にもバッテリー内蔵なら対応できます。しかもDC12V対応の機種なら
車の中でバッテリーの寿命を気にせず使えるので安心です。バッテリー内蔵の機種はたいてい
DC12V対応ですが、念のために確認すると良いでしょう。

③ポータブルに機種がよい。
通院や外出の時に持ち運びなどの点で便利です。

以上を勘案するとフジ.R.C.扱いのトートエルバックが良いでしょう。

④機械は必ず故障すると考えてバックアップ用の吸引器を用意する。
アンビューの足踏み式の吸引器がコンパクトで吸引力が強くバックアップ用としてお勧めです。

⑤信頼性については、仲間の評判をよく確かめましょう。
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健康保険適用前後の療養状況の変化

（1）適用前 (2)適用後

調査時期 1992年11月（1） 1995年12月(2) 2000年10月(2)

対象者 72 159 176

平均年齢 57.4 58.7 60.2

入院者 22（30.6％） 41(25.8%) 35(19.8%)

在宅者 50（69.4%） 118(74.2%) 135（76.7%）

人工呼吸器装着者 29(40.0%) 80（50.3%） 98（56.0%）

在宅人工呼吸器装着者 13（18.0%） 50（31.4%） 71(40.3%)

コミュニケーション関連情報

コミュニケーション手段

名称 特徴 適応

スピーチバルブ カニューレと人工呼吸器のジャバ
ラの間に装着すると、発声できる。

人工呼吸器装着後まもなく、ある程度呼吸筋
の動きが残っている場合

スピーチカニュー
レ

気管切開していても発声が可能な
タイプのカニューレ。

人工呼吸器を全日装着しなくても良い場合で、
かつある程度呼吸筋の動きや口蓋・口唇筋な
どの動きが維持されている場合

筆談 話したいことを筆記する。 球麻痺および呼吸筋麻痺が早期に進行し、四
肢筋力が維持されている場合。前腕の保持や、
フェルトペンの活用などで、筋力低下後もあ
る程度までは用いることができる。

サインの取り決め 視線・まばたき・指の動きなどに
意味付けをしておく。

視線・まばたきなどは比較的維持されるので、
決まったメッセージを伝えるには、長期にわ
たって有用。

表・カード 生理的欲求などは、表にして、介
助者が指差し、療養者が合図をす
ることで意思の疎通を図る。

誰が介助しても、最低限の生理的欲求を理解
することができる。合図を確認しておけば、
療養期間で有用。

透明文字盤
（Etran）

透明の塩ビ板に５０音や数字など
を書きいれ、文字盤を通して療養
者と介助者が視線を合わせて合図
することで文字を拾い、文章を組
み立てる。

眼球運動が維持されていれば、使用可能。さ
まざまな文章伝達でき、かつ場所を選ばない。
しかし、介助者にも練習が必要。また、表内
にマークを入れ、簡単なメッセージはマーク
で伝達することもできる。

ボディサイン 身体の動きで意思を伝える。 残存機能の程度により、伝達内容量が変化す
る。

コミュニケーショ
ンエイド

室内設置タイプ。コンピューター
ソフトとして開発されているもの
が多い。

コンピューター入力方法さえ確保できれば、
全期間で有用。表１のスイッチ類の活用など、
さまざまな補助具により入力方法が工夫でき
る（表３）。

意思伝達装置
電子メール

基本的には意思伝達装置同様、コ
ンピューターに入力し、電話回線
やＬＡＮを用いてメッセージを送
る。

これらは作成した文書が発声されるため、ス
ピーカーフォンを用いて電話もかけられる。
また、コンピューター画面に入力することで
ファックスもそのまま送付できる。
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コンピューター入力支援機器

名称 適用 特徴

上肢支持具 重力に対して、前腕の保持が困難で
あるが、支えればキーボードが活用
できる場合に有効である。

キーボード操作がしやすいように前腕
を支える支持具

同時打鍵のないキー
ボード

細い棒などを用いるとキーボード
タッチが、比較的安易にできる場合
に有効である。

いろいろな種類があるが、シフトキー
などと他のキーの同時打鍵が不必要に
なっている。

トラックボール マウスを握れないが、ボールを動か
すことが可能な場合に有効である。

ボール操作によって、マウスポイン
ターと同じ作業ができる。他にも、い
ろいろな形のマウスポインターが市販
されている。

マウスエミュレー
ター

マウスなどの微細な調整運動がむず
かしい場合で、身体の一部分の動き
が確保されている場合に有効である。

頭部にポインターをつけてその動きを
読み取るタイプや、バーの微妙な動き
を読み取るタイプ、キーになっている
ものもあり、機能に合わせて選択可能
である。

マウスキー機能 キーを打鍵できるが、マウスの作動
は難しい場合に有効である。

テンキーを利用してマウスの機能を代
用するソフトウェア。

符号化法入力機能
（モールスコード）

スイッチを自在に使え、スイッチの
押し方で信号が作れる場合に有効で
ある。使用可能なスイッチによって
も適応が制限される。

スイッチの押し方によって、長所など
の信号を汲み合わせることで新たな信
号を作り出していく方法。

走査法入力機能
（スキャン法）

かなり重度の運動障害があっても、
スイッチさえ押すことができれば操
作可能な方法である。特に、ステッ
プ走査法は、走査のタイミングを合
わせることが難しい場合でも対応可
能である。

モニター上にオンスクリーンキーボー
ドが支持され、そのキーボードから
キーを選択して文章を構成する方法。
カーソルが自動でキーボード上を動く
自動走査法と、スイッチを用いてキー
を選択するステップ走査法がある。

コミュニケーションエイド（意志伝達装置）

機器 メーカー 機器の構成 価格 発声
機能

環境制御 印字用紙

目で打つワー
プロ

竹井機器 調盤器、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、
まばたきｾﾝｻｰ、ﾌ
ﾚｷｼﾌﾞﾙｽｲｯﾁ

50万円 × 電源制御、呼び
出しチャイム、
同機種間通信

A4

伝の心 日立 ﾊﾟｿｺﾝ、ﾓﾆﾀｰ、ﾌﾟ
ﾘﾝﾀｰ、ﾃﾚﾋﾞ･ﾋﾞﾃﾞ
ｵ制御用ﾘﾓｺﾝ

50万円 ○ ポケベル、テレ
ビ、ビデオ制御

A3、A4、A5、
B4、B5、は
がき

トーキング
ノート

ライベッ
クス

ﾊﾟｿｺﾝ、ﾓﾆﾀｰ、ﾎﾞ
ｲｽﾕﾆｯﾄ、

50万円 ○ × A4

パソパルマル
チ

ナムコ ﾊﾟｿｺﾝ、ﾓﾆﾀｰ、ﾌﾟ
ﾘﾝﾀｰ、ｾﾝｻ分岐器､
ｽｲｯﾁ

50万円 ○ 呼び出しチャイ
ム

漢字Ｐワード 日本IBM 別売ﾊﾟｿｺﾝ、ﾓﾆﾀｰ、
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、ｽｲｯﾁ

4万円 ○ × A4、B5、は
がき

トーキング
パートナー

広島情報
シンフォ
ニー

別売ﾊﾟｿｺﾝ、ﾓﾆﾀｰ、
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、ｽｲｯﾁ

7万8千
円

○ × A4、B5、は
がき

-101-



スイッチの種類と特徴

種類 特徴

丸型プッシュ スイッチ面のどこを押さえても作動する。
手・足などで、押す動作が可能な療養者には有用である。
押す圧や大きさなどは、様々な種類が市販されている。

角型プッシュ どこを押さえても作動するものと、片側にヒンジがあり、スイッチの一部を押さえ
ると作動するタイプがある。
丸型に同様だが、前腕を支えて手首の動きなどで押すことが好ましい療養者には、
スイッチの一部を押さえると作動するタイプが適当である。

棒状プッシュ 棒を押すことで作動する。

握り 握る・掴むことで作動する。

傾き スイッチを装着し、それを傾ければ作動する。

指先で押さえる 指に装着して押さえることで作動する。

紐を引く スイッチにある紐を引くことで作動する。

呼気 息を吐く、吸うことで作動する。
このタイプは、人工呼吸器装着者では活用できない可能性が高い。

舌で押さえる マウスピース型をしており、舌で押さえることで作動する。
呼吸筋萎縮は進んでいるが、舌を動かす筋の機能が残存している療養者に合ってい
る。

まばたき 眼前に装着まばたきで作動する。
まばたきでの意思表示が可能な療養者で有用である。

接触 センサーにより、触れることで作動する。

皮膚表面の動き 皮膚表面の動きを感知して作動する。
ＡＬＳ療養者では、顔の上部の筋力か維持されることが知られており、前額部に張
りつけて用いることが多い。

脳波によって操
作

ゴーグル型ヘッドギアで脳波を検出し、療養者のオン、オフの意識を解析し、電子
機器を制御する信号に変換する装置。
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