１．背景
一般的に医学の進歩や福祉の充実に伴い長寿化が進んできていることが指摘されてい
るが、知的障害者も例外ではなく医学の進歩に伴い平均寿命も高くなってきている。
発達障害白書（2005 年）によると更生施設で生活する障害者の 30％、授産施設と在宅で
生活する知的障害者は各 20％強が 40 歳以上で占められていると報告している。
一般的に高齢になると生活習慣病による糖尿病や高血圧、心疾患などの疾患発症率が高
くなるが、知的障害者の場合には、健常者と比較して肥満が多い（日本障害者雇用推進協
会の調査（2001）ことや知的障害者の外来受診（有馬の調査）の結果から、知的障害者は
生活習慣病である糖尿病、高血圧症、高脂血症、むし歯で通院することが多い。しかし、
地域の医療施設を受診しても、知的障害者に対する理解が低いことから快く診療してくれ
ない場合や診療を断わられる場合もあり、知的障害者の地域における医療の保障がなされ
ていない現状がある。特に緊急の場合には、生命の危機的状況であるにも関わらず「専門
の医師がいない」という理由で、診療を拒否されことも多く、知的障害者の生命が脅かさ
れることにもつながる。しかも、入院となると地域の医療施設では「知的障害者の治療へ
の協力が得られない」という理由で入院を断わられる場合が多く、家族はわざわざ遠くの
「かかりつけ医」の所まで行くしかなく、知的障害者が地域で平等に医療を受けることが
できない状況にある。医療施設への受診時の対応として、群馬県知的障害者の医療を考え
る会が行った「障害者医療に望むこと」(群馬県知的障害者の医療を考える会)
では、
「医療スタッフの障害者への十分な理解」が約 7 割、
「順番を持てない患者への配慮」
が約 6 割、
「障害者専門医の配置」および「予約診療」が約 6 割であった。
このように知的障害者は、てんかんや気分障害、自閉等によって医療機関を受診するだ
けでなく、
消化器疾患や呼吸器疾患など多岐の分野での医療的ニーズは高いと考えられる。
しかし、医療者側の理解不足などから知的障害者が救急時に地域の医療を受けられないこ
とは、ノーマライゼーションの理念からも今後考えていかなければならない課題であると
考える。
２．研究目的
本研究は、医療施設（診療所、クリニック、病院）側の知的障害者の救急医療（救急車
での受診、夜間受診など）についての現状や認識について実態調査を行い、今後、地域で
知的障害者の医療を保障するため医療機関（歯科と一般の医療施設など）の連携について
検討する。また、知的障害者を抱える家族およびグループホームや福祉授産施設の職員に
対して、地域の医療施設での受診状況や医療施設の対応、今後の地域医療に関する要望な
どについて実態調査を行い、知的障害者が安心して医療を受けることができるための体制
づくりについて検討することを目的とする。
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３．研究方法
１）調査対象者：首都圏にある医療施設（診療所、クリニック、病院）および首都圏の
知的障害者が通勤する福祉授産施設の職員および責任者、
また、
知的障害者の家族介護者、
グループホームの職員および責任者が対象である。
２）研究方法
医療施設、福祉授産施設およびグループホームの職員、家族介護者については、質問紙
によるアンケート調査を行った。
（１）研究協力機関
①医療施設：横浜市港北区医師会所属の会員 200 名、
②家族介護者：手をつなぐ親の会埼玉支部の会員 500 名
③施設職員：東京都知的障害者育成会に所属するグループホームおよび福祉授産施
設 200 施設
④東京都立王子養護学校、筑波大学附属大塚養護学校の保護者 200 名
（２）調査内容
医療機関
① 基本的属性（従業員数、平均外来数、専門医師の配置など）
② 知的障害者の受診状況（受診数、受け入れの有無、受診時の対応や配慮、緊急時
の受け入れ困難と考える点、緊急時の対応など）
③ 知的障害者の入院について（入院の有無、困難な点、今後の方針等）
④ 知的障害者を受け入れるための方法
⑤ 他の医療施設との連携について
（２）知的障害者の家族介護者 および施設職員
① 基本的属性（年齢、性別、勤務年数、役職など）
② 地域の医療施設への緊急時の受診状況および受診時の医療施設の対応など
③ 地域の医療施設を受診する際に希望することなど
３）倫理的配慮
理的配慮については、調査協力依頼書に調査研究への協力の自由、協力した後も中止
することが可能であること、参加による不利益、プライバシー保護、研究以外に使用しな
いことを明記し、回答用紙が郵送されてきたことを承諾したとみなした。また、年齢が特
定できないように年齢については階層別に分類し、固有名詞等はイニシャルとして処理し
た。さらに、調査用紙については、データ入力後に速やかにシュレッターで処理を行なっ
た。
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４．調査結果
調査１:知的障害者の保護者への調査
A 研究目的
近年ノーマラゼーションの理念が浸透しつつある中でも、知的障害者は様々な健康上の
問題が生じても地域の医療機関を受診するのには大きな障壁が存在するために、遠くの障
害者を専門医行っている医療機関の専門医を受診することが多い。
本研究は、知的障害者の健康および疾患状況、受診時の状況、地域の医療機関を受診す
るために必要なことは何かについて明らかにすることを目的とした。
B 研究方法
対象は、埼玉県手をつなぐ育成会に所属する会員 500 名である。有効回答数 260 名
（52.0％）である。調査の手続きとしては、埼玉県手をつなぐ育成会事務局の承諾を頂き、
手をつなぐ親の会が会員宛に調査協力の依頼書および調査用紙を同封して送付し、手をつ
なぐ親の会に回収をお願いした。
倫理的配慮については、調査協力依頼書に調査研究への協力の自由、協力した後も中止
することが可能であること、参加による不利益、プライバシー保護、研究以外に使用しな
いことを明記し、回答用紙が郵送されてきたことを承諾したとみなした。
C 研究結果
１．対象の背景
１)知的障害者および保護者の属性
知的障害者の保護者の年齢階級については、図 1 の通りである。最も多いのが 50 歳代
114 名（43.9％）であり、次いで 60 歳代 83 名（31.9％）
、40 歳代 46 名（17.7％）の順で
ある。
一方、知的障害者の年齢階級については、図 2 の通りである。20 歳代 111 名（(42.7％)
が最も多く、ついで 30 歳代 94 名（36.2％）
、40 歳代 13 名（5.0％）の順である。知的障
害者の40 歳以上の割合は6.5％であり、
保護者も60 歳代と70 歳代以上をあわせると35.5％
となり、知的障害者および保護者が高齢化していることがわかる。
２）手帳の種類
知的障害者の持っている手帳の種類については、図 3 の通りである。
「療育手帳A（重度）
」
197 名（75.8％）
、
「療育手帳B(中度)」48 名（18.5％）であり、その他 12 名（
（4.6％）で
ある。その他の内訳は身体障害者手帳 9 名、精神障害者手帳 1 名、療育手帳C（軽度）1 名、
療育手帳A○(最重度) 1 名である。
３）福祉手当の受給
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福祉手当の受給については、図 7 の通りである。最も多く受給しているのは「障害基礎
年金 1 級」122 名（46.9％）
、次いで「障害基礎年金 2 級」99 名（38.1％）の順である。
４）知的障害者の日常生活動作
知的障害者の日常生活動作については、表 1 の通りである。自立しているものは食事 135
名（51.9％）
、排泄 115 名(44.2％)、更衣 108 名（41.5％）であり、一部介助を合わせると
8 割以上が食事、排泄、更衣はほぼ自立している。しかし、外出については約 8 割近くが
介助を必要としている。
５）知的障害者の行動の特徴
知的障害者の行動の特徴については、表 2 のとおりである。最も多いのが「何人でもこ
だわる」77 名（29.6％）
、次いで「興奮･パニック」75 名（28.9％）
、
「落ち着きがない」61
名(23.5％)、
「奇声をあげる」56 名(21.5％)の順である。この結果から、知的障害者は多
様な行動の特徴があることがわかる。
２.知的障害者の生活の状況
１)生活の場
生活の場については、図４の通りである。通所授産施設 80 名（30.8％）が最も多く、次
いで小規模作業所 55 名(21.2％)、通所更生施設 51 名（(19.6％)の順であった。その他の
23 名の内訳は、施設入所 12 名、一般企業６名などである。
２)職業
職業の有無については、図 5 の通りである。
「職業あり」179 名((68.9％)であり、職業
がある 179 名の勤務先は、9 割以上が「福祉作業所」であるが 15 名は「一般企業」である。
３）食生活について
栄養バランスやカロリーの食事については、
「いつも取れている」と「大体取れている」
あわせて 204 名（78.5％）であり、多くの知的障害者はバランスのよい食事を取っている。
しかし、好きなものと嫌いなものを挙げた結果「好きな食べ物」は、130 名（50.0％）が
ハンバーグや唐揚げ、
焼肉、
てんぷらなどの脂肪分が多いものを好み、
次いで 45 名
（17.3％）
がチャーハンやパン、ご飯などの主食を好み、甘味類 30 名（11.5％）の順であった。また、
「嫌いな食べ物」では、野菜が 48 名（18.5％）
、豆類 14 名、酢の物 12 名の順である。
４）睡眠状態
睡眠状態については、図 9 の通りである。
「良眠」158 名（(60.8％)、
「ときどき良眠」55
名（21.2％）であり、多くが睡眠状態はよいといえる。
５）運動
運動の有無については、図 10 の通りである。運動を「していない」107 名（41.2％）お
よび「時々する」89 名（34.2％）を合わせるト 7 割以上が運動していないことになる。
「運動している」64 名が行なっている運動は、水泳 40 名、散歩 90 名、体操 13 名、ソフ
トボール 5 名などである。
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３．知的障害者の日常の健康管理
１）健康状態
健康状態については、図 11 の通りである。
「健康である」および｢まあ健康である｣を合
わせると 9 割以上が健康であると回答している。
２）肥満の状態
知的障害者の肥満については、図 8 の通りである。BMI の平均は、23.71（±5.46、範囲
は 10.8～42.2）である。
「標準」117 名（45.0％）が最も多く、次いで「肥満度１」64 名
（24.6％）
、
「やせすぎ」41 名（15.8％）の順である。約 5 割が標準であるが、約 4 割が肥
満傾向にあることがわかる。
３）定期健診の有無とその頻度
定期健康診断を受けている人数は 211 名（80.8％）であり、頻度は「１回/半年」が 210
名（(80.8％)、
「１回/１年」43 名（16.5％）である。多くの場合、定期的に健康診断を受
けているが、不定期であっても年 1 回は健診を受けていることがわかる。
４）かかりつけ医の存在と受診の周期
かかりつけ医の存在の有無は、
図 13 の通りである。
かかりつけ医が
「いる」
231 名
（88.9％）
であり、受診科目について葉表 3 の通りである。
「内科」126 名（48.5％）が最も多く、次
いで「歯科」94 名(36.2％)、
「精神科」45 名(17.3)、
「小児科」41 名(15.8％)の順である。
医療機関やかかりつけ医を定期的に受診しているかについては、
「定期的に受診している」
169 名（65.0％）
、
「ほとんどしていない」42 名（16.2％）
、
「時々受診する」40 名（15.4％）
である。定期的受診している 169 名の受診の頻度は、
「1～２回/月」65 名（38.5％）
、
「１
回/2～3 月」48 名(28.4％)、
「1～2 回/年」38 名（22.5％）の順である。以上の結果から、
知的障害者の多くがかかりつけ医を持ち、受診科目は様々であるが定期的に受診を行なっ
ていることがわかる。
５）受診時の付き添いの有無
医療機関を受診する際に付き添いをしているのは 228 名（(87.7％)であり、内訳は
「親」218 名（95.6％）
、
「施設職員」8 名（3.5％）
「親族」2 名である。
「本人にのみが受
診」21 名(8.1％)である。
６）診断されている疾患、症状
知的障害者が診断されている疾患、症状については、表 4 の通りである。最も多いのが
「肥満」61 名（23.5％）
、次いで「歯周炎」37 名（14.6％）
、皮膚疾患 37 名（14.2％）
、
「う
歯」30 名（11.5）
、
「便秘症」29 名（11.2％）
、
「白癬症」25 名（9.6％）の順である。
多くの疾患を持っていることがわかる。
７）内服の有無と数・種類
内服薬の有無および内服数については、図 15、16 の通りである。内服薬を服用している
のは 148 名（56.9％）であり、内服している数は「1 種類」32 名（12.3％）
、
「3 種類」31
名(11.9％)、｢2 種類｣26 名（10.0％）の順である。内服薬の分類で最も多いのが「抗てん
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かん」84 名（95.9％）
、次いで「抗精神」13 名（8.8％）である。中には「抗てんかん」を
何種類も服用している場合もみられる。
４．入院経験とその状況
入院経験については、図 17 の通りである。入院経験があるのは 41 名（15.8％）であり、
多くの知的障害者は入院までには至っていなかった。
１）入院経験の有無および期間、目的
入院経験がある 41 名の入院期間については、図 18 の通りである。最も多いのが「1～4
週間」15 名（36.6％）であり、
「3 日以内」29.3％）の順である。
２）付き添いの有無
入院中の付き添いの有無については、図 19 の通りである。48 名中 29 名（70.7％）が付
き添いをしている。付き添いの理由としては、
「コミュニケーションが取れない」
、
「一人で
はできない」が 4 名、
「多動のため」3 名、
「本人の意向」
・
「病院の条件」各 1 名などであ
った。以上のことから、知的障害者が入院する際には、医療者や他の患者に迷惑がかから
ないように家族は付き添っていることがわかる。
３）入院中の抑制
入院中の抑制については、図 20 の通りである。入院中に抑制されていたのは、12 名
（41.4％）である。
５．夜間および休日の緊急受診状況と受診時の対応
１）緊急受診の経験の有無
地域の医療機関を夜間および休日に受診したかについては、図 21 の通りである。夜間お
よび休日に受診したのは 86 名（33.1％）である。3 人に１人は緊急時に地域の医療機関を
利用していることになる。
２）受診時の医療者の対応
夜間および休日に受診した際の医療機関の対応については、図 22 の通りである。
「快く
診療・診察」したのは 64 名（74.4％）である。その他には、
「いやいや診療」や「恐る恐
る診察した」
「冷たい感じがした」
、
「暴れるので怒られた」など negative な体験もある。
多くの医療機関は快く診療してくれているが、
「診療拒否」や「診察しないで、専門医に紹
介」などの negative な対応もあることがわかった。
３）24 時間受診できる医療機関の存在
地域の医療機関が 24 時間受診できることは望ましいかについては、
「望ましい」
「あった
ほうがよい」合わせて 225 名（86.5％）であり、
「必要ない」3 名、無回答 33 名である。
６.受診時の問題
１）受診の際に困った経験の有無
地域の医療機関を受診や入院する際に困ったことがあるかについては、
図 23 の通りであ
る。
「ある」と回答したのは 175 名（67.3％）である。
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２）具体的に困った点
具体的に受診や入院で困った状況については、表 5 の通りである。最も多いのが「障害
者を理解する医師・看護師の不足」57 名（32.6％）
、次いで「周囲に迷惑をかける」54 名
（30.9％）
、
「地域の医療機関に専門医がいない」52 名（29.7％）
、
「本人が診察や検査に協
力しない」51 名（29.1％）の順である。
７．地域の医療機関を受診するために必要なこと
知的障害者が地域の医療機関を受診しやすくするために必要なこと何かについては、表
6 の通りである。最も多いのが「障害者を理解した医師・看護師･スタッフの育成」215 名
（82.7％）
、次いで「障害者の特性などを理解した対応の仕方」169 名（65.0％）
、
「入院中
の付き添いや介護者のへの支援体制」1235 名（48.1％）
、
「適切な医療機関への紹介や情報
提供」105 名（40．4％）の順である。
８．地域医療への要望
保護者が考える地域医療への要望･意見については、表 7 の通りである。最も多かった要
望は「医師の障害者への理解」
、
「診療の待ち時間を短くして欲しい」がそれぞれ 10 名であ
り、次いで「地域で信頼できる医師が欲しい」や「安心して受診できる医療機関」
、
「障害
者への対応の仕方を丁寧にして欲しい」それぞれ 6 名である。
これらの要望をまとめると保護者は、
「障害者への理解」と「地域の医慮機関の充実」が
あると知的障害者が地域の医療機関を受診しやすくなると考えていることがわかる。
D 考察
１．知的障害者の健康状態
知的障害者の年齢は、20～30 台が最も多く 50 歳代以上は全体の 1.5％と低かった。これ
は、馬場が行なった調査では 50 歳以上が 14.1％であるのに対して低い結果となった。し
かしながら、知的障害者は一般の人より老化がやや早いことを考えると 30 歳、40 歳も高
齢化の予備軍としてあり、親の年齢も 50～60 歳が多いことから、知的障害者の高齢化に伴
う介護や健康管理についても早期に対策を講じる必要があると考える。
生活での食事では、多くが肉類や甘味を好んでいる摂取しており、野菜や豆類などの摂
取は少なかった。また、運動については「していない」割合が多く、全体に運動不足の結
果であった。この結果は冨田らの行なった調査でも同様に知的障害者の運動不足が指摘さ
れている。これらの結果をみると肥満となるリスクが高く、将来的には生活習慣病となる
ことが予想される。一般的に肥満の起こるリスク因子として、親の肥満や間食や夜食、運
動不足が挙げられることから、幼児期から食事については決まった食事時間だけ食べるこ
と、食べ物を褒美にしないなどを習慣づける環境が必要であると考えられる。また運動も
幼児期から習慣づけられることで肥満になるリスクも減少すると考えられる。
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２．知的障害者の疾患の現状
知的障害者の受診する科目は、内科と歯科、精神科が多かった。この結果は冨田らが行
なった調査と同様の結果であった。これは、疾患との関連から生活習慣病に類することが
多いことから内科が多かったのではなかいと思われる。精神科は、多くの知的障害者が抗
てんかん薬を内服していることから依存していたと考えられる。また、知的障害者の行動
障害や精神症状への対応の相談から受診することが多いのではないかと推測される。
知的障害者が過去 5 年間にみられた疾患としては、肥満や高脂血症、肝機能障害、高血
圧、高尿酸血症、糖尿病、など生活習慣病な疾患が多く、その他では、歯周炎や多数の齲
歯などの歯科的ニーズ、皮膚トラブルや白癬症などの皮膚科的ニーズ、便秘が多かった。
この結果は、大野らが養護学校卒業生に行なった調査で指摘された肥満、脂肪肝・肝機能
障害、高脂血症、高尿酸血症、糖尿病などの生活習慣病、歯科および皮膚疾患と同様の結
果であった。本調査の BMI による肥満度をみると肥満傾向にある知的障害者が約 4 割いる
ことから、今後生活習慣病予備軍に対する親を含めた予防・改善対策が必要ではないかと
考える。また、加齢に伴う疾患や生活習慣病的疾患は、今後も増加すると考えられること
から、医療･福祉･行政サービスと多面的な施策が必要であると考える。また、便秘に関し
ては、何種類もの抗精神薬や抗てんかん薬を長期間内服しているための副作用によるもの
と考えれ、イレウスに移行しないように日頃の便の観察などが必要である。
また、骨折に関しても 9 名という結果であるが、大野が研究の中で知的障害者は一般集
団と比較して骨粗鬆症の頻度が高く骨折の危険が高いと指摘するように本調査でも割合と
してはやや多い結果であった。これは、知的障害者は運動する機会が少ないために骨への
刺激がなかったためとも考えられる。今後は、ますます加齢による転倒から骨折、そして
寝たきりになることを予防するためにも食事や運動についての指導や定期的な骨密度検査
の実施が望まれる。
３．医療機関受診時の問題
受診時の問題としては、障害者を理解しない医療者の存在や周囲への迷惑、本人の協力
がないなどが挙げられた。医療スタッフの養成については大野らや冨田らの行なった調査
でも同様の結果であった。これは、知的障害者が自分では症状や既往歴などを相手に的確
にわかるように説明できないこと、医療者側としては本人に協力してもらえないという不
安や知的障害者についての知識が乏しいことがあるのではないかと考えられる。
４．24 時間受診できる医療体制
地域の医療機関に夜間や休日に受診した経験は 3 割程度であったが、24 時間受診できる
医療機関については約 9 割が必要だと答えている。これは、普段は遠くの専門医に受診し
ていても特に休日や緊急時には近くの医療機関を受診せざるを得ない状況がある。
しかし、
実際に受診した経験が少ないのは休日や夜間に受診する必要がないこと、診察拒否や嫌々
診察された経験から障害者を理解している専門医を受診することが考えられる。
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だが、地域に 24 時間いつでも受診できる体制は必要と考えている。本来は地域の医療機
関にいつでも受診できることを望んでいる結果でもあると考えられる。
５．地域の医療機関を受診しやすくするために必要なこと
地域の医療機関を受診しやすくするために必要なことは、障害者を理解した医師・看護
師･スタッフの養成や知的障害者の特性を理解した対応が多かった。
これは知的障害者の特
有の行動障害を理解したスタッフが対応することで、スムーズに問題なく受診できると考
えられる。保護者の要望としては、大野の研究においても同様の結果が得られている。
また入院や受診時の付き添いや介護者への支援体制が挙げられた。入院の場合には完全
看護であれば理由がない限り、付き添いが認められていない。だが、知的障害者にはコミ
ュニケーション障害や行動障害があるために家族も病院に迷惑をかけられないと考え付き
添ったのではないかと推測される。付き添いに関しては、病院から入院の条件として出さ
れ、保護者などが付き添うができない場合に有料付き添いを雇うことがあり、林らも今後
の課題であると指摘している。本来なら、病院がどのような人にも対応できる体制をつる
ことが望ましいと考えるが、今後は付き添いサービスなどの公的支援の導入が必要なので
はないだろうか。
６．要望すること
要望することでは、医師の障害者への理解、待ち時間の短縮、医療者の対応などであっ
た。これは、群馬県知的障害者福祉協会が行なった調査においても同様の結果であった。
知的障害者が地域の医療機関を受診するためには、まず医師が知的障害者の理解をしてい
ないと安心して受診できないという点からも医師や医療スタッフの知的障害者への理解は
必要であろう。これは知的障害者の保護者は、長い間周囲への気遣いや遠慮をして生きて
いる傾向があることもあるのではないかと考えられる。また、待ち時間が長いことは大野
らの調査では最も多い訴えでもあった。待ち時間が長いことで知的障害に伴う行動の問題
（大声をあげる、自傷行為等）が現れ、周囲への気遣いによる負担を感じるのではないか
と考えられる。
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調査２:地域医療を担う医師への調査
A 研究目的
医学の進歩や福祉の充実に伴い、知的障害者の平均寿命も高くなり、生活習慣病である
糖尿病や高血圧症、高脂血症で外来受診することが多くなってきている。しかしながら、
知的障害者が地域の医療機関を利用することは極めて少ないのが現状である。
本研究は、医師に対する的障害者の地域医療の実態および知的障害者の地域医療に関す
る意識について明らかにすることを目的とした。
B 研究方法
対象は、神奈川県横浜市港北区医師会所属する開業医および勤務医 200 名である。有効
回答 62 名（有効回答率 31.0％）である。調査は医師会の理事会で承諾を頂き、医師会員
宛に調査協力の依頼書および調査用紙、切手を貼付した返信用封筒を同封して送付し、郵
送で回収した。
倫理的配慮については、調査協力依頼書に調査研究への協力の自由、協力した後も中止
することが可能であること、参加による不利益、プライバシー保護、研究以外に使用しな
いことを明記し、回答用紙が郵送されてきたことを承諾したとみなした。
C 研究結果
１．対象者の背景
年代は 60 歳以上 22 名(35.5％)が最も多く、次いで 50 歳代 18 名(29.0％)、40 歳代
1５名（24.2％）の順である。性別は、男性 43 名(69.4％)であった。
医師の経験年数は、15 年以上 38 名（61.3％）が最も多く、10 年未満 15 名（24.2％）
であった。開業医は

名（％）
、勤務医は 名（％）であった。

専門科目は、内科 24 名（38.7％）
、整形外科 8 名（12.9％）
、耳鼻咽喉科 7 名（11.3％）
小児科・眼科それぞれ６名（9.7％）の順であった。
２．知的障害者の診療状況
１）知的的障害者の診療経験
知的障害者の診療経験の有無は図 1 の通りである。
診療危険があるのは 52 名
（83.9％）
、
経験がない 10 名(16.1％)である。
２）受診の際の付き添い
診療時の付き添いの有無は図 2 の通りである。
「付き添いがいた」51 名(98.1％)であり、
付き添い人は母親 44 名(84.6％)、両親 42 名(80.8％)、ヘルパー15 名(28.8％)、父親 14
名(26.9％)である。知的障害者が地域の医療機関を受診する際、多くは親が付き添って受
診していたことが分かる。
３）診療や検査時で困ったこと
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診察時や検査時の状況については表 2 の通りである。診察時に困った経験があるは 39
名（75.0％）であり、具体的な内容は「訴えがはっきりしない」23 名（44.2％）
、
「意思の
疎通ができない」22 名（42.3％）
、
「落ち着きがない」14 名（35.9％）
、
「診察に協力してく
れない」および「検査に時間がかかる」11 名(28.2％)などである。多くの場合知的障害者
の特性の面で困っていたことがわかる。
一方、診察で困ったことはなかったは 13 名（25.0％）である。その理由としては、
「も
ともとおとなしい性格」や「軽度なのでコンタクトが可能」など知的障害者の状態や「待
たせないように診察した」
・｢時間がかかることは予測できる｣など医療者側の配慮によって
診療が困難でなかった点も挙げていた。
３．知的障害者の地域医療機関での受診の状況
１）地域医療を受診する際の困難な点
知的障害者の地域の医療機関受診を困難にする理由については、図 4 の通りである。地
域の医療機関で知的障害者を受け入れにくい理由として最も多いのは「コミュニケーショ
ンが取れない」49 名(94.2％)であり、次いで「本院お理解が乏しく、説明が困難」44 名
(84.6％)、
「症状の把握が困難」41 名(78.9％)、
「専門医がいない」39 名(75.0％)、
「処置
や検査の協力が得られない」36 名(69.2％)の順である。
２）
知的障害者の地域医療の受診を保障するために必要なことについては、図 5 の通りであ
る。必要なこととして最も多いのは「診療や処置への付き添いの存在」53 名（85.5％）
、｢医
療機関同士の連携｣47 名（75.8％）
、
「障害者の特性や健康状態、内服薬を記載した手帳の
携帯」46 名(74.2％)、
「本人の意思や状況を説明できる介護者の存在」43 名(69.4％)、
「身
体・精神を総合的に判断できる医療機関」40 名（64.5％）などである。しかし、
「障害者
を理解する講習会」や「対応のマニュアル」
、
「専門医の育成」などは低い傾向にあった。
３）具体的に協力できること
自分の医院などで具体的に協力できることは、図 6 の通りである。協力できることで最
も多かったのは「付き添いに分かりやすく説明する」49 名(94.2％)であり、次いで「待ち
時間の工夫」37 名(71.2％)、｢予約診療｣33 名(63.5％)、
「職員や看護師の背仕方の教育」
30 名(57.7％)の順である。
４．夜間の救急医療の状況
１）夜間救急の受け入れ
知的障害者を診療した経験のある 52 名のうち、夜間の救急時の受け入れているのは 6
名(11.5％)であった。46 名(80.8％)は受け入れていなく、その理由として「入院設備がな
い」24 名(52.2％)が最も多く、次いで「障害者の専門医でない」11 名(23.9％)、
「症状の
把握が困難」7 名(15.2％)である。
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２）今後の方針
受け入れていない 46 名のうち 43 名(93.5％)は、今後も受け入れる予定はないと答えて
いるが、3 名は「前向きに検討していきたい」や「受け入れていく」と考えている施設も
ある。
「専門の医療機関が受け入れるべきである」11 名(23.9％)、
「来た場合には診察する
が、専門医に紹介する」7 名(15.2％)であった。
７．健康管理や医療の提供について
知的障害者の健康管理(健診や人間ドック)をするのにも望ましい医療機関について、28
名（46.7％）が「専門医と連携して地域の医療機関で行なうことが望ましい」と回答し、
次いで「風邪などの場合には診られるが、日常の健康管理は専門医が行ないことが望まし
い」24 名（40.0％）であった。
「地域の医療機関で行なうことが望ましい」2 名（3.3％）
と合わせると約半数が地域で知的障害者の健康管理を行うことが望ましいと考えている。
８．今後、知的障害者の地域医療を実現のための意見
今後、医師として知的障害者が地域医療の受診をしやすくするための意見については、
表 3 の通りである。Positive な意見としては、①診察は特別問題がないや経過観察はどの
医療機関でも可能などの「受け入れに問題はない」
、②付き添いがいれば問題はない、③経
験するスタッフの増加や地域の連携・相談機関の充実などの体制の整備、④障害や既往歴
などをかいたノートの持参や医療者同士の情報交換などの「情報があれば」
、⑤地域の人の
支援やボランティアの導入などの「資源の活用」など挙げられた。一方、negative ない県
としては、①専門医が責任を持ってみるや地区センター的施設での対応など「専門医が診
る」
、②家族の感謝や親が付き添わないなど「家族の対応」などが挙げられた。
D． 考察
１.知的障害者の診療の状況
知的障害者の診療経験者は本研究では多かった。これは、市川市の親の会のアンケート
でも同様の結果であった。回答率が低かったことから、医師会の会員が知的障害者を受け
入れているから回答した結果ではないかとも考えられる。
受診した診療科目は内科が多かったが、婦人科も数名だが受診していた。特に婦人科へ
の受診について曽根らは、調査において月経に関連する疾患や子宮・卵巣に関する疾患等
女性特有の疾患へのニーズが高いことを指摘している。また、知的障害者の場合には診療
の目的や方法などを理解できないことから婦人科を受診することを敬遠したがるが、方法
や環境づくりをすることで診療が可能であることも示唆している。
地域の医療機関には親が付き添って受診していた。これは、知的障害者の場合多くが親
特に母親が付き添う役割を果たしていることが多いことから、当然の結果であると考えら
れる。母親は、幼少期から子どもの世話をしているので子どもの変化などを敏感に読み取
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とり、これまでの経過についても的確に医療者に報告できることができる。また、健康管
理の面や本人の理解が困難場合や慣れない環境に対する不安が強い場合などの対応は、本
人と医療者とパイプ役としては重要な役割を果たしている。
受診や検査時の状況としては、意思の疎通、非協力、情報がない、時間がかかるなどの
点で困ったという結果であった。コミュニケーションや理解力がないことは知的障害者の
特徴であり、本人から聴取することは難しいと考える。また、意思の疎通、検査や診療が
スムーズに行えるために協力する付き添人の存在は大きいと考える。職員の場合は本人の
情報が不足していることも多いことから、
あらかじめひとり一人の既往歴や状態を把握し、
ノートに記載するなどの工夫が必要かもしれない。本人の検査や診察への非協力という点
では、例えば体格のよい知的障害者が多動やパニックとなると安全確保のために数人が必
要となる場合があり、手に負えないことも考えられる。
一方特に困ったことがなかったという結果もある。丸木らは、あらかじめ付き添人から
情報を得ること、患者の発声体動からも所見を得ることを行なう、緊張を和らげるような
声かけなどに留意していることが報告され、付添人からの情報収集することで訴えや症状
を把握することを可能にしている。また、本調査でも待たせない工夫を行なっていること
から、医療者側の工夫によってはコミュニケーションや時間がかかることは解消されるの
ではないだろうか。
２.地域の医療機関を受診する際の問題
受診時の問題点としては、訴えがわからない、意思の疎通ができない、落ち着きがない
必要な情報が取れないなどであった。この結果は、丸木らの研究結果でも診療時の問題点
として、本人の訴えが理解できない、指示に従わない、コミュニケーションが取れないな
どを挙げている。意思の疎通ができない、落ち着きがないという知的障害者の特性から訴
えがはっきりしないことや必要な情報が取れないなどの問題となるのではなかいと考えら
れる。医師はこれまで知的障害者とのコミュニケーションについて、医学教育の中で学ぶ
ことや実習などで体験することがなかったことも影響しているのではないかと考えられる。
地域の医慮機関で受け入れにくい理由として、本人の理解が乏しい、処置や検査の協力
が得られない、症状の把握が困難などを挙げていた。丸木らの研究でも知的障害者が医療
機関を受診しにくい理由として、知的障害者とのコミュニケーションが取りにくいこと、
医療機関の障害者を受け入れるシステム整備の不十分さ、
医師の認識の低さを挙げている。
これらの理由は、知的障害者の特性からのものであることから家族や付き添人が代弁する
しかないかと考えられる。
３.知的障害者の地域医療を保障するために必要なこと
受診時に必要なこととして、診療や検査への付き添い、医療機関同士の連携、障害の特徴
や内服薬を記載した手帳の携帯などが挙げられた。特に保護者の付き添いは、待ち時間が
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長いために仕事を休まざるを得ない状況がある。しかし、医療者とのコミュニケーション
を円滑にするためには受診時の付き添いは、現時点では不可欠なことではないかと考えら
れるが、地域のボランティアの活用などいずれは福祉的な面から支援が必要であろう。
医療機関同士の連携については、知的障害者の医療機関を受診するためには必要不可欠
である。特に障害者の専門医と地域の医療機関との連携は重要となる。本調査でも日常の
健康管理について、専門医と連携して地域の医療機関で行なうことが望ましいと考える医
師もいることから、早期に実現することを望まれる。
手帳の携帯では、千葉県市川市手をつなぐ親の会が地域の医療機関を受診する際に持参
する「説明カード」を作成している。これは、診療に際して問題となることを事前に情報
提供している。このようなことが各地に広がることで、医療者が事前に情報がわかり、地
域の医療機関も診療を受け入れやすくなるのではないだろうか。
具体的に協力できることについては、
付き添人へのわかりやすい説明、
待ち時間の工夫、
予約診療、職員や看護師の接し方の教育などであった。待ち時間や予約診療など積極的な
協力を考えられていると考えられる。知的障害者の特徴として長時間待つことは困難であ
り、
慣れない環境での緊張感などから不安や落ち着きがなくなることは自然のことである。
その意味から、待ち時間の工夫や予約診療は速やかに診療を行なうためにも必要ではない
だろうか。また、知的障害者の特徴を理解している職員や看護師がいることで、安心して
診療を受けることができる環境を作ることも重要である。だが一方で、知的障害者への講
習会への参加や待合室の工夫、往診についてはやや消極的であった。待合室の工夫は、
「他
の患者からの冷たい視線や態度」が要因として考えられるが開業医ではスペースの問題等
があり、難しいことであるのかもしれないと推測される。また、市川市親の会の調査でも
指摘しているように待合室や講習会への参加など医療機関の勉強会の活動だけでは解決し
ない問題であり、いかに一般住民に知的障害者についての理解を深めるかを啓蒙する必要
性を示唆している。
その他、自由記載の件としては、問題がない、付き添人がいれば問題ない、情報があれ
ば可能など positive な意見がみられた。これは知的障害者の診療を経験したことで、知的
障害者の状況を理解したり、対応に慣れたりした面もあるのではないかと考えられる。専
門医師も慣れることで、コミュニケーションの取り方や個別的な対応方法など会得して言
ったのではないだろうか。一方、専門の医療機関で診る、家族の対応から頑張れないなど
の意見も出された。この点については、専門医と地域の医療機関の役割を明確にすること
や知的障害者に慣れることで解決することもあると考えられる。そのためには、互いに歩
み寄ることも大切ではないだろうか。
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調査３：知的障害者を支援する施設職員への調査
A 研究目的
医学の進歩や福祉の充実に伴い、知的障害者の平均寿命も高くなり、生活習慣病である
糖尿病や高血圧症、高脂血症で外来受診することが多くなってきている。しかしながら、
知的障害者が地域の医療機関を利用することは極めて少ないのが現状である。
本研究は、医師に対する的障害者の地域医療の実態および知的障害者の地域医療に関す
る意識について明らかにすることを目的とした。
B 研究方法
対象は、東京都手をつなぐ育成会に所属するグループホームおよび小規模作業所の職員
200 名が対象である。有効回答 188 名（グループホーム 117 名、小規模作業所 71 名）
。
調査は東京都手をつなぐ育成会に対して調査目的および方法について説明し、承諾を頂
き、研修会場で調査用紙を配布し、提出したことで承諾が得られたとみなした。
倫理的は配慮については、事前に研修会場で全員に調査の目的および方法等説明し、調
査依頼を行なった。その際に調査への参加の自由、協力した後も中止することが可能であ
ること、参加による不利益、プライバシー保護、研究以外に使用しないことを説明し、会
議終了後に調査用紙を回収した。
C 研究結果
１．対象者の背景
対象者の年齢階層は、図 1 の通りである。階層別にみると福祉作業所およびグループホ
ームともに 50 歳代以降の人が約 70％いる。性別は図２の通りである。グループホームで
は女性が 110 名
（94.0％）
と圧倒的に多いのに対して、
福祉作業所では女性が 45 名
（63.4％）
である。勤続年数は図３の通りである。6 年以上がグループホームで 54 名（46.2％）
、福
祉作業所が 56 名（78.9％）である。多くの職員は金属年数が高いことを示している。
２．知的障害者の健康管理状況
１）内服管理状況
内服の管理者については図 4 の通りである。
グループホームでは約 6 割が職員が管理
（し
ているのに対して、
福祉作業所では約 8 割弱が利用者自身で自己管理(53 名 76.4％)してい
る。また、内服に関しては約 3 割の職員が声かけを行なっていることがわかった。
２）疾病がある場合の管理
疾病を持つ利用者への対応は、表 2 の通りである。グループホームおよび福祉作業所と
もに食事や活動などに配慮（97 名 62.2％、51 名 71.8％）が最も高く、合併症や症状の観
察･測定（35 名 22.4％、19 名 26.8％）の順であった。その他としては専門家や家族に相談
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したり、通院の付き添いなどの配慮を行なっていた。
３）医療機関からのアドバイス
医療機関から利用者の健康についてのアドバイスについては、図 5 の通りである。グル
ープホームの約 5 割の職員は「ときどき聞く」と答えたが、福祉作業所の職員では「とき
どき聞く」が約 4 割、
「めったに聞かない」が３割であり、福祉作業所では医療機関のアド
バイスを余り聞かない傾向にあることがわかる。
４）日頃の健康状態の把握方法
日頃の健康状態の把握については、表 1 の通りである。グループホームでは「本人の訴
えをよく聞く」が 103 名（88.0％）と最も多く、次いで「いつもとの違いを観察する」91
名（77.8％）
、
「食事や活動の様子を観察」76 名(65.0％)であった。福祉作業所では、
「い
つもとのちがいをかんさつする」
と
「ほんにんからのうったえをよく聞く」
が 64 名
（90.1％）
と最も多く、次いで「他の職員からの情報を得る」63 名(88.7％)の順である。全体にグル
ープホームおよび福祉作業所の職員は、利用者の健康状態いついて色々な角度から把握す
る傾向にあることがわかった。
３．受診への付き添いの状況
１）付き添った経験
利用者が受診の際に付き添いをした経験については、図 6 の通りである。グループホー
ムの職員は約 9 割以上、福祉作業所は 7 わり以上の職員が医療機関を受診する際に付き添
った経験している。
２）受診する際の配慮
医療機関を受診する際に配慮した点については、表３の通りである。受診の際に最も配
慮したことは、グループホームおよび福祉作業所ともに「病状を医師に説明する」
（それぞ
れ 109 名、97.3％、44 名、84.6％）であり、次いで「検査や処置、診察への協力」
（それ
ぞれ 73 名、65.2％、22 名、42.3％）である。以上のことから、グループホームの職員は
受診時に色々なことを配慮していることがわかった。
３）受診の付き添いをした際に困った経験の有無
地域の医療機関を受診に付き添った際に困った経験の有無については、図 7 の通りで
ある。受診時に困った経験をした職員は、グループホーム 43 名(38.4％)、福祉作業所 18
名(34.6％)である。具体的に困った内容については、表 4 の通りである。グループホーム
で最も多かったのは、
「間違った訴えを医師に話す」9 名（2.09％）
、
「過緊張のためにパニ
ック状態、多動」6 名（14.0％）の順である。福祉作業所では「医師からの説明が理解で
きない」5 名（27.8％）
、
「医療者の指示に従えない」4 名(22.2％)の順である。
４．医療機関の受診に関する意識
１）受診する際に難しいと思われる利用者の特徴
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地域の医療機関を受信する際に難しいと思われる利用者の特徴については、表 5 の通り
である。グループホームで最も多いのが「自分から症状を訴えられない」78 名(66.7％)、
次いで「コミュニケーションが取れない」55 名(47.0％)、
「環境の変化への適応ができな
い」30 名(35.6％)の順である。福祉作業所で最も多いのが「自分から症状を訴えられない」
42 名(83.1％)、次いで「コミュニケーションがとれない」・「家族の協力がない」42 名
（59.2％）の順である。多くの職員は、利用者の症状の訴えやコミュニケーションが受診
する際に大変だと考えていることがわかった。
２）受信時に大変だと思う疾患や状態の有無および具体的な難しい状況
医療機関を受診する際に難しいと思う疾患や状態があるかについては、図 8 の通りであ
る。グループホームで約 7 割、福祉作業所で約 8 割の職員が受診する際に大変だと思うこ
とが「ある」と回答している。
具体的にどのような疾患や状態が困難だと考えているかについては、表６の通りである。
グループホームでは、
「緊急手術が必要となる状態」60 名(70.6％)が最も多く、次いで
「入院が必要となる症状」50 名(58.8％)、
「予後が悪い病気」37 名(43.5％)の順であった。
福祉作業所で最も多かったのは「入院が必要となる症状」33 名(55.9％)、次いで「緊急手
術が必要となる状態」29 名(49.2％)、
「予後が悪い病気」(44.1％)の順であった。以上の
ことから、職員は緊急手術や入院、予後が悪い疾患または状態が難しいと考えていること
がわかった。
３）地域の医療機関への受診を困難にする理由
知的障害者の地域医療の受診を困難にしている理由については、表 7 の通りである。
グループホームで最も多いのが「医師への症状の説明ができない」78 名(66.7％)であり、
次いで「コミュニケーションに時間がかかる」51 名(43.6％)、
「医師の知的障害者への理
解不足」45 名(38.5％)の順である。一方、福祉作業所で最も多かったのが「医師への症状
が説明できない」60 名(100.0％)であり、次いで「コミュニケーションに時間がかかる」
および「
「処置や治療の指示に従えない」が 49 名(81.7％）
、
「医師の知的障害者への理解不
足」47 名(78.3％)の順であった。
以上のことから、グループホームおよび福祉作業所の職員は、利用者の理解力やコミュ
ニケーション力、指示に従えない、医師の障害者への理解不足を知的障害者が地域の医療
機関を受診することを困難にしている理由に挙げていることがわかった。
４）どのようにしたら受診をしやすくなるか
今後どのようにしたら地域の医療機関を受診しやすくなるかについては、表 8 の通りで
ある。ループホームで最も多いのが「医療者が障害や病気について理解する」73 名(62.4％)
であり、次いで「わかりやすい医師の説明」66 名(56.4％)、
「やさしい声賭けなどの対応」
51 名(43.6％)の順である。一方、福祉作業所で最も多かったのが「医療者が障害や病気に
ついて理解する」58 名(95.0％)であり、次いで「医療機関同士の連携」56 名(91.8％）
、
「わ
かりやすい医師の説明」53 名(86.9％)の順であった。
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以上のことからグループホームおよび福祉作業所の職員は、医師が知的障害者の理解や
わかりやすい説明、優しい声かけがあると地域の医療機関を受診しやすくなると考えてい
ることがわかった。
５）医療機関への要望
グループホームおよび福祉作業所が知的障害者の地域医療を受診する際の要望について
は表９の通りである。最も多かった要望は、
「受診した際の診療内容のわかりやすい説明」
7 名であり、次いで「障害者の特性の理解をして欲しい」
、
「障害者を受け入れる医療機関
を増やして欲しい」6 名、
「作業所と医療機関との連携」や「医療機関同士の連携」などの
順である。特に作業所と医療機関の連携では、医師の講義や交流を行なうことで知的障害
者への理解を深めてほしいとする意見も出された。

D．考察
１．知的障害者の健康管理
内服薬の管理は、グループホームでは職員が管理しているが、作業所では自己管理する
ことが多かった。
健康状態の把握については、本人からの訴えや観察を行っていた。自分の訴えを相手に
伝えることが苦手な知的障害者の身体的訴えを理解するためには本人からの訴えをよく聞
き、いつもと比べてどうなのか、いつもの行動や様子、食欲、顔の表情などを観察するこ
とが必要である。また、疾病などがある利用者への対応は、食事や活動への配慮、合併症
や症状の観察を行っていた。
２．地域の医療機関への受診状況
受診時の付き添いでは、福祉作業所よりグループホームの職員のほうが受診際に付き添
いを行っていた。馬場が行った調査においても同様に多くの職員が受診時に付き添ってい
た。自分の症状がいえない知的障害者の場合、受診時の様子や日常の様子など医師に説明
する意味からも職員が付き添いを行っていると考えられる。
受診が難しいと思われる疾患や症状では、緊急手術や入院が必要となる状態であった。
この結果は、丸木らが入所施設で行った調査では、安静が必要な病気および入院は必要な
病気が受診時に苦労するという結果であったが、これとは少し異なる結果であった。緊急
手術を要する疾患は緊急性が高く、急激に症状が現れることが多く、職員の判断力や観察
力が必要となるため、グループホームでは対応できなくなるのではないかと考えられる。
２．地域の医療機関を受診しにくい理由
受診時に困難だった点として、医師に異なる訴えをすること、落ち着きがない、パニッ
ク状態となる、指示に従えないなどであった。医師に異なる訴えをすることは丸木の調査
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ではみられず、症状を訴えない、コミュニケーションがとれないを挙げていた。これは、
異なる訴えはある意味においては相手とのコミュニケーションが取れないことから生じる
行動ではないだろうか。
受診しにくい理由としては、症状の訴えがはっきりしない、コミュニケーションに時間
がかかる、医師の障害者への理解不足、知的障害者の理解不足などであった。この結果か
ら、症状の訴えやコミュニケーションに時間がかかる、病識などは知的障害者の特徴とも
言えることであり、この点に期待することは困難な面があると考える。大切なことはその
点を踏まえて、職員が本人と医療者とのコミュニケーションを円滑にするキーパーソンと
なることではないだろうか。その場合、医師に障害者を理解する姿勢があることが職員に
とっても受診をしやすい状況なのであろう。
３．地域の医療機関を受診しやすくするために必要なこと
受診しやすくするためには、
医療者の知的障害者への理解、
分かりやすい医師の説明、
易しい声かけなどであった。この結果は、馬場や丸木らが行った研究結果とほぼ同様の結
果であった。知的障害者が地域の医療機関を受診しやすくするためには、知的障害者に対
する医療者の理解が必要であり、
そのためには障害者を理解する医療者の養成が望まれる。
このことは、施設職員が医療施設のアメニティを充実することよりも優先順位が高いこと
からも推測される。施設の職員も最初は知的障害者に慣れることから始まり、徐々に関わ
る中でコミュニケーションの個別な対応、どのような特徴があるかなど把握するにいたる
ことから、まずは受け入れる姿勢が大切ではないだろうか。

５．終わりに
今回の調査を通して、知的障害者の健康状態の把握や医療への思い、医療者の知的障害
者に対する意識、
グループホームなど実際に支援している職員の意識などが明確になった。
知的障害者が地域の医療を受けやすくするためには、医療者が改善すべきこと、保護者や
職員が改善すべきこと等が検討できた。
まず、医療者が改善すべきことは、①知的障害者に対する知識や理解を深めていくこと
②自分が改善できることは
また、保護者や職員が改善すべきことは、①知的障害者の変化や違いを早期に発見する
②健康管理に関する知識を持つこと、③付き添い時には的確に情報を提供する、④
などである。
知的障害者が地域で生活するためには、家族、グループホーム施設の職員の本人の変化
を察知すること、医療者側の知的障害者に対する理解を基盤とする医療サービスの提供が
大切である。地域の医療を知的障害者も享受できるためには医療巣ステムの構築が必要で
ある。
知的障害者が住みなれた地域の医療機関を受診できるシステムを構築するためには、
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地域医療体制の充実が不可欠である。知的障害者やその保護者にとって、地域の医療機関
に受診でき、安心できるホームドクターとしての医師の存在は心強い。本人の病態や性格
などを理解し、定期的な受診や健康診断が受けられ、必要であれば障害者の専門医と連携
しながら総合的に知的障害者が地域で適切な医療を受けられるためには、今後とも困難で
はあるが一人でも多くの理解できる医療者を増やしていくことが急務であると考える。
また、知的障害者が地域の医療機関を受診しやすくするためには、医師の障害者への理
解が重要である。知的障害者への診察は、行動障害や精神症状から慣れやコミュニケーシ
ョン技術を要することから、医学教育の中に障害者に関する講義や実習等を組み込むイン
クルージョ教育が必要ではないかと考える。
さらに障害者の地域医療を受診しやすくするためには、個人の努力も大切であるが、医
療制度として、診療に時間や困難が伴う知的障害者に対して障害児加算の導入も必要では
ないだろうか。
そうすることで、
医療者も障害者への関心も高くなるのではないだろうか。
最後に、知的障害者が幼年期から地域の医療機関を受診し、ホームドクターを持つこと
で医療者の情報不足や障害者への理解が乏しいということは解決するのではないだろうか。
また、知的障害者の保護者も幼年期から積極的に行事に参加するなどの地域の中で生きて
いることを意識して、生活することで周囲からの理解も深丸のではないだろうか。施設も
施設内だけでなく地域を巻き込んだ活動を通して周囲の人々の理解を得る努力が必要では
ないかと考えられる。そういう意味からも今後もノーマライゼーションを実現するための
取り組みが必要であり、その蓄積が医療におけるノーマライゼーションの実現にもなると
考える。

６．研究の限界と今後の課題
今回の調査では回答者数を考えるとこの結果を一般化することはできない。今後は
本調査においての知見を元に、知的障害者が地域の医療機関を受診しやすくするための具
体的施策を展開していくことが必要であると考える。
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