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大阪＋知的障害＋地域＋おもろい＝創造
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発達障害の大学生、
「売り手市場」でも面接つまずき…大学が就活支援
読売新聞 2018 年 6 月 5 日
大学に入学する発達障害の学生を対象に開かれた「大学生活準備プロ
グラム」
（３月、大阪府豊中市の大阪大で）

就職活動に臨
む発達障害のあ
る大学生を支援
しようと、大学
が力を入れてい
る。学生優位の
「売り手市場」
でも、就職につ
まずくケースが目立つためだ。社会福祉法人と
連携して学生に自己分析と進路の選択を促すプログラムを実施したり、企業とともにイン
ターンシップ（就業体験）を企画したりし、能力を生かせる就職につなげようと取り組む。
自己分析指導やインターン…じっくり準備
兵庫県西宮市の関西学院大で５月中旬、発達障害のある学生３人が、自分の性格や行動
をシートに書き込み、カウンセラーとともに分析した。２年生以上が対象の「プレキャリ
ア教育支援プログラム」
。３年生から本格化する就職活動に備え、自分を客観的に把握し、
どんな仕事が向いているかを考えるのが狙いだ。
同大学では、発達障害の診断を受け、大学側に支援を求める学生は４１人と、３年前の
１・５倍に増えた。柔軟な判断が苦手な傾向があり、就活の面接で想定外の質問をされて
一言も答えられないという事例もあった。就活での失敗を機に、大学に来なくなる学生も
いるという。
このため、同大学は障害者の就労を支援する社会福祉法人と協力し、３年生以上を対象
にしたキャリア教育支援プログラムを２０１５年度に導入。１６年度には２年生以上向け
のプログラムも始めた。今年度から同法人の専門職員が週３日、学内で学生の相談に応じ
ている。今春卒業した５人のうち４人が就職、今年も６人が就活中だ。
大学図書館で図書整理などの仕事をするインターンシップを今月予定しており、先月２
８日、障害学生の支援を担当する臨床心理士の西岡 崇弘 さん（３１）らが進め方を協議。
西岡さんは「職場でどんな配慮があればどんな強みを発揮できるのか、自分で伝えられる
力をつけてほしい。それが就職の第一歩になる」と話す。
就職活動以前に大学生活でつまずく学生も…入学前から支援
就職活動以前に大学生活でつまずく学生も少なくないため、早めに支援を始める大学も
ある。大阪大は３月、入学前の３日間で高校との違いを学ぶ「大学生活準備プログラム」
を初めて企画。阪大を含む７大学の入学予定者計１０人が、グループ討議の模擬授業を受
けた。

参加した男子学生（１９）は入学後、複雑な履修登録に戸惑った。大学に相談すると、
所属学部の担当教員に指導してもらえた。人間関係を築くことが苦手だが、
「事前に体験し
たおかげで、グループワークもこなせている。軌道に乗ってきた」と言い、将来、研究職
を目指すという。
阪大は、民間企業などで１週間程度のインターンシップも企画。終了後、学生と大学、
企業の３者で課題を話し合う。受け入れ企業に就職するケースもある。
働きやすい職場かどうか…担当教員が確認
就職後に目配りする大学も。発達障害の学生が働きやすい職場か確認するため、関西大
では支援担当教員らが求人企業の一部に足を運ぶ。富山大は学生が就職した後も原則３年
間、相談に乗る。 桶谷文哲 ・学生支援センター特命講師は「就職先が決まればいいので
はなく、続けられるかどうかが重要だ」と語る。
発達障害と診断された大学生、５年で３倍に…就職の壁高く
日本学生支援機構の２０１６年度の調査では、発達障害の診断書を持つ大学生（院生含
む）は３５１９人。５年で３倍に増えた。同年度施行の障害者差別解消法で、障害学生へ
の「合理的な配慮」が大学に求められ、支援に向けて把握が進んだことが背景にある。一
方、就職の壁は高く、就職した学生は卒業生の３４．７％にとどまる。
ただ、企業の採用意欲は高まりつつある。今春、障害者を一定割合まで雇うよう義務づ
ける法定雇用率が２．０％から２．２％に引き上げられ、発達障害者を含む精神障害者が
雇用義務の対象に加わったためだ。大妻女子大の小川浩教授（障害者就労支援）は「発達
障害は一人ずつ特性が異なる。企業は採用にあたり、それぞれの苦手な部分を見極め、仕
事内容や関わり方を工夫して能力を引き出す専門性が求められる」と指摘する。
【発達障害】 対人関係を築くのが不得意な「自閉症スペクトラム障害」や、衝動的に行
動しがちな「注意欠陥・多動性障害」、読み書きや計算が苦手な「学習障害」などがあり、
複数の症状を併発することもある。公立小中学校の通常学級では、児童生徒の６．５％に
発達障害の可能性があるという文部科学省の調査もある。

やまゆり再建 居住先決断は１人…意思決定支援開始４５人に
読売新聞 2018 年 06 月 05 日
時間かけ入所者に対応
県は４日、殺傷事件が起きた相模原市緑区の
知的障害者福祉施設「津久井やまゆり園」の再
建で、入所者自らが新たな居住先を決める「意
思決定支援」を１３０人のうち４５人が開始し
たと発表した。２０１９年度中に入所者全員の
意向を踏まえて新施設の規模を決める方針。た
だ、居住先を決めたのはわずか１人にとどまり、
きめ細かい支援の難しさに直面している。
黒岩知事は同日の記者会見で、意思決定支援を開始した４５人のうち１３人について、
外部の専門家も参加して居住先を決める「意思決定支援検討会議」を開催したことを明ら
かにした。このうち１人はグループホームへの入居を決めた。
知事は「これが最終結論ではない。生活してみてやっぱり（居住先を変えたい）という
ことが起きるかもしれない」と支援の難しさを強調し、残りの１２人についても、引き続
き慎重に検討を進める考えを示した。
県は昨年１０月に発表した「津久井やまゆり園再生基本構想」で、
「丁寧に時間をかけて、
意思決定を支援する」との方針を掲げた。本人の意思に反した決定にならないよう、検討
会議の開催前にグループホームを見学してもらうことにしているが、見学を済ませたのは、
支援に着手していない入所者も含めて２７人にとどまっている。

県共生社会推進課によると、重度の障害で意思を示すことが困難な入所者もおり、グル
ープホームを見学した際の表情や体調を見ながら、周囲が本人の意思を確認する必要があ
るという。
県は事件が起きた同園の千木良園舎のほか、芹が谷園舎（横浜市港南区）に小規模な施
設を新設する予定で、２１年度中の利用開始を目指している。同課は「施設の規模を決め
てから設計に着手するというスケジュールでは、２１年度には間に合わない」として、千
木良園舎は入所者を多めに見積もり、ひとまず定員を８８人と仮定して設計を進める方針。
芹が谷園舎についても、千木良園舎と同規模とする方向だ。
知事は「焦ったり、
（入所者を）追い込んだりしないで、じっくり時間をかけていきたい」
としている。
（後藤香代）

里親

推進のシンボルマーク作成

ピンクと水色のリボン

毎日新聞 2018 年 6 月 5 日

「子どもの家庭養育推進官民協議会」が作成した里親推進のシンボ
ルマーク

里親制度の普及や啓発に取り組む自治体などでつくる
「子どもの家庭養育推進官民協議会」が、里親推進のシン
ボルマークを作成し、発表した。ピンクと水色のひもをリ
ボンに結んだデザインで、つながりや絆を表現している。
里親は虐待などで実の親と暮らせない子どもを家庭で預
かる制度。厚生労働省は昨年、こうした子どもの養育を養
護施設から里親への委託などに移行させる方針を打ち出したが、一般の人には制度内容の
認知度が低く、課題となっている。
マークのピンバッジを当面２０００個製作し、加盟３６団体に配布する。
「里親が育てる。
社会が支える」というキャッチコピーを付けたポスターなども作り、預かった子どもとの
関係に悩むこともある里親を社会全体で支援することも呼び掛ける。１日に開かれた発表
会見で、同協議会会長の鈴木英敬三重県知事は「子どもの利益を優先し、一人一人できる
ことをする機運を作りたい」と話した。
【藤沢美由紀】

大学倶楽部・関東学院大

創造祭スポーツフェスティバル

楽しく車いす体験
毎日新聞 2018 年 6 月 5 日

競技用車いすを体験する子
どもたち

会場では、点字名刺を制
作できるコーナーも設
けら、親子連れでにぎわ
った
関東学院大学横浜・金
沢八景キャンパス（横浜
市金沢区）で６月３日、
「創造祭スポーツフェスティバル」が開催された。障害者ス
ポーツを応援する中外製薬（東京都）などが車いすスポーツ
体験会を行い、多くの参加者でにぎわった。
体験会は、同大経営学部の企業連携プログラム「K-biz」に
参画する中外製薬と毎日新聞社が共同で開催し、今回で３回
目。日本車いすスポーツ協会（千葉県）と日本チェアスキー協会（厚木市）が協力し、同
学部の学生ボランティアが中心となって運営した。
会場では車いすテニスやチェアスキーなどの体験会が行われ、アルペンスキー日本代表

として長野とトリノの２大会でパラリンピックに出場した野島弘さんらが競技を紹介。車
いすテニスを初めて体験したという横浜市金沢区の粟竹実緒さん（９）は「楽しかった。
選手を応援したいと思った」と話した。
【岩崎ひかる】

認知症

アプリで早期発見

センサーで歩行障害を判定

毎日新聞 2018 年 6 月 5 日

測定テストの画面＝デジタル・スタンダード提供

スマートフォンのアプリで認知症の初期症状を発
見できます－－。大阪市北区のシステム開発会社「デ
ジタル・スタンダード」が医師と共同で、歩行テス
トの時間や加速度を測定することで歩行障害を判定
できる無料アプリを開発した。高齢化社会が加速す
る中、早期発見により症状の改善などが期待される。
従来は、椅子から立ち上がって歩き３メートルの
距離のところでＵターンして座るまでのタイムを計
る「ＴＵＧ」という歩行テストが主流だった。今回
開発したアプリ「ｉＴＵＧ」はスマホ内蔵のセンサ
ーで歩行時の前後、上下、左右の体幹の加速度（移
動により加わった力）を計測して点数化し、詳細に
歩行障害の程度を判定。１００点満点で、５０点未
満だと軽度の歩行障害の疑いがあるという。
厚生労働省は、認知症患者は２０１２年時点で約
４６２万人、２５年には約７００万人に急増すると
試算している。この中で「治る認知症」として知ら
れ、３０万人以上いるという正常圧水頭症でみられ
る歩行障害の初期症状が発見しやすくなるメリット
がある。介護サービスのリハビリ効果を観察するツ
ールとしての活用も期待できる。
アプリを使った臨床研究は音羽病院の山田茂樹・
脳神経外科・正常圧水頭症センター副部長らと共同で実施した。山田副部長は「要介護者
が急増していく中、適切にリスクを評価し、早期治療が期待できる」と話している。現在
は「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）
」専用で、他のスマホへの利用拡大も目指す。
【松本晃】

家族の遺体放置、栃木県内で相次ぐ

「どこまで関われば」福祉関係者困惑
下野新聞 2018 年 6 月 5 日
同居する家族の遺体を自宅に放置する死体遺棄事件が県内で相次いでいる。５月に益子
町や小山市で発覚。３日には佐野市で父親（79）の遺体を放置した疑いで息子（49）が逮
捕され、ここ１カ月間だけで３件に上った。死後１年以上と推定される遺体もあったが、
地域や周囲は異変に気付かなかった。「各家庭にどこまで関われるのか」。福祉関係者は、
気付きの難しさを吐露する。事件の要因はそれぞれとみられるが、識者は地域からの家族
の孤立が背景にあるとみている。
佐野市の事件では自宅から２人の遺体が見つかった。１人は死後１年以上と推定。事件
は容疑者の自首で発覚した。
周囲は異変に気付くことができなかったのか。
「この辺も人付き合いが希薄になった。広報紙などを渡す時も手渡しではなく、ポスト
に入れるだけになっている」
。近所の 60 代男性は、最近は容疑者を見掛ける程度だったと
いう。

同市では提携事業所などが郵便受けに新聞がたまっているなどの異変に気付いた際、市
などに連絡する見守りネットワークがある。ただ今回は関連情報の提供はなかったとみら
れる。
「情報があれば確認に向かえるが、全てを把握するのは難しい」と同市。近所付き合い
の希薄さなどから「地域の見守りも難しくなっている」と打ち明ける。
県民生委員児童委員協議会の荷見晃（はすみこう）事務局長は「高齢者の独居世帯には
民生委員が訪問するが…」などと話す。
「干渉を嫌う人もおり、家庭にどこまで関われるの
か、難しいケースは多い」と明かした。
同市のほか、県内では小山市で５月末、父親（69）の遺体を自宅に放置した疑いで長男
（42）が逮捕され、
「死亡した事実を受け入れるのが怖くて放置した」と供述。同月、益子
町でも事件が発覚した。
筑波大の土井隆義（どいたかよし）教授（犯罪社会学）は「家族が地域から孤立するケ
ースが増えている。関係が閉じていると相談相手がいない状況になる」と指摘。程よい距
離で声を掛け合うなどの「弱いつながり」を作る必要があると強調している。

かかりつけ医（上）在宅医療、地域でサポート

読売新聞 2018 年 6 月 4 日

Ａさんの自宅で診察する笠松さん（左）と訪問看護師（徳島市で）

病気が疑われる時、頼りにな
るのが身近な「かかりつけ医」
だ。高齢化で自宅で療養する人
が増える中、かかりつけ医を中
心とした医療機関の連携も進み、
患者家族の安心につながってい
る。地域の取り組みをリポート
する。
徳島市の元教員Ａさん（５８）
は 膀胱 がんが進行し、自宅で
ほぼ寝たきりの生活を送る。５
月中旬、同市の「かさまつ在宅
クリニック」院長、笠松哲司さ
ん（４７）が訪問診療に来た。
笠松さんは１週間ごとに訪問
し、心臓の状態などをチェック
する。
「状態は落ち着いています
ね」とＡさんに声をかけた。
がんの診断まで体に自信があ
ったＡさんには、かかりつけ医と呼べる存在は長年いなかった。約２年半前、入院先の病
院を通じ、訪問診療を専門に担う笠松さんを紹介された。
介護する妻（５６）は訪問看護やヘルパーなども利用しながら、仕事を続ける。妻は「少

しでも困ったら（笠松さんに）相談できてありがたい」とほほ笑む。
生活習慣病が増える中、かかりつけ医の主な役割は、病気が悪化しないよう外来診療を
通じ、患者の健康を継続して管理することだ。また外出がままならない患者の自宅などを
定期的に訪問し、長期入院を防ぐことも、重要な役目となっている。
ただ、かかりつけ医は、病院の医師に比べ周囲に頼れる存在が少ない。そのため地域に
よっては医療機関が連携し、かかりつけ医をサポートしている。
徳島市は市医師会が主導し、かかりつけ医を支える複数のネットワークを作っている。
かかりつけ医が診ている患者の容体が急変し、急性期病院への入院が必要になっても、
ベッドの空きがないということはよく起こる。こうした時は、後方支援病院ネットワーク
が入院できる病院を紹介している。
かかりつけ医が手いっぱいという時は、在宅療養支援診療所２４時間ネットワークが代
わりに対応。また専門外だという病気について、詳しい知識を持つ医師に相談できるよう
にした。
患者への医師紹介システムも整えた。
在宅で診てくれるかかりつけ医が見つか
らない患者には、ネットワークの中から
速やかに医師を選びだす。市医師会には、
在宅医療と介護の相談窓口も設置されて
いる。
市医師会の豊田健二常任理事（６１）
は「一人の特別な医師がすべてに対応す
るのではなく、地域の医療全体の力で住
民を支えたい」と力を込める。
得意分野や資格をチェック…実際に受診
して判断を
かかりつけ医の定義について、日本医
師会は「なんでも相談できる上、最新の
医療情報を熟知し、必要な時は専門医療
機関を紹介するなど総合能力を有する医
師」としている。専門の診療科が何か、訪問診療を行うかなどは問わない。
ただ自分に合ったかかりつけ医を探すのは簡単ではない。
「かかりつけ医は選ぶ時代」
（北
国新聞社）の著書がある金沢市の内科医、土山智也さんは、まずは医療機関やホームペー
ジに掲げられている情報をチェックすることをすすめる。医師の知識量や診療技術を見極
めるのは難しいが、得意としている分野、専門医資格の種類は把握できる。
次は実際に受診し、医師の説明の仕方や、受付の職員の対応などを見る。
土山さんは「患者の状況を考えず、特定の治療法だけをすすめるような極端な考え方の
医師は避けるべきではないか」と話す。 （石塚人生）

かかりつけ医（下）療養支援病院も役割担う
読売新聞 2018 年 6 月 5 日
「自宅や地域で最期」に応える
かかりつけ医は、個人のいわゆる開業医だけではない。外来、訪問診療から体調が急変
した時の入院まで対応する病院が、
「かかりつけ医」の役割を務める場合もある。患者にと
って心強い存在だ。
東京都目黒区の 日扇会 第一病院で５月２１日、退院を控えた同区のＢ子さん（８０）
が自宅に戻った後の生活支援について話し合う「退院調整会議」が開かれた。
同病院副院長の八辻寛美さん（４４）
、看護師や医療ソーシャルワーカーら同病院のスタ
ッフ、ケアマネジャー、介護事業所職員らのほか、Ｂ子さんの長女（５２）が同席した。

Ｂ子さんと長女は２人暮らし。Ｂ子さんは昨年秋、腎臓の機能が悪化して都内の大規模
病院に入院した後、足腰が弱った。日扇会第一病院への入院はリハビリ目的で、今回が２
回目だ。
同病院では週１回、医師、
看護師らで全入院患者の治療
方針や退院に向けた今後の目
標などを決める「病棟会議」
を開く。その後の退院直前の
会議は、自宅で生活するにあ
たって病院や介護事業所がで
きる支援などについて話し合
うのが目的だ。
「歩行器が家の中にあると、
母は頑張って使おうとする。
大丈夫でしょうか」
初めての介護で戸惑う長女
に、スタッフが４５分にわた
り丁寧に答える。
Ｂ子さんは退院後、訪問診
療を受けながら、デイサービ
スにも通って体の機能の回復
を目指す。Ｂ子さんの長女は
「ここまで色々な職種の方が
かかわってくれているとは」
と感謝する。
院長の八辻賢さん（４２）
は「気軽に利用できる『かか
りつけ病院』を目指している」
と話す。
同病院は７０床と小規模で、
高齢者の内科疾患を中心に診
療する。日常の外来診療や急変時の入院受け入れ
のほか、病院から２駅程度の範囲の約１２０人に
訪問診療も行っており、２４時間、３６５日在宅
医療に対応する「在宅療養支援病院」として国に
届け出ている。
在宅療養支援病院は２０１６年３月末現在、全
国に１１１１病院ある。
これらは各地域で、患者の日常的な健康管理を
行う「かかりつけ医」の機能を担うことができる
病院だ。患者の体調悪化に対し自分の病院にいっ
たん入院してもらい、回復を図る治療をできるの
が強みになっている。
日本医師会の鈴木邦彦常任理事は「自宅や地域
で最期まで過ごしたいと考える人は増えており、
様々なタイプの『かかりつけ医』が対応できるよ
うになるべきだ。研修制度の充実などでかかりつ
け医の機能強化を進めたい」と話す。

診療報酬を手厚く改定
今年度の診療報酬改定で、国は、かかりつけ医の機能を持つ医療機関の普及を図るため、
関係する診療所・病院の診療報酬を手厚くしている。
２４時間の往診・連絡体制があり、在宅療養支援の病院や診療所として国に届け出た医
療機関は、従来の初診料に加えて、８００円を新たに受け取れるようになった。患者の自
己負担は３割の場合、２４０円増えた。生活習慣病や認知症などを複数持つ患者に２４時
間対応し、療養の指導を行った際に得られる報酬について、医療機関の要件が緩和された。
また、認知症と別の病気を併せ持つ患者の診療を行う場合や、 看取 りで死亡診断を行
った場合なども、報酬の上乗せが定められた。 （石塚人生）

高崎の障害福祉施設の指定取り消し ／群馬
毎日新聞 2018 年 6 月 5 日
高崎市は４日、ＮＰＯ法人「手をさしのべて」
（桜井信治代表）が運営する「レインボー
サンフラワー」
（高崎市寺尾町）の障害福祉サービス事業所の指定を６月３０日付で取り消
すと発表した。２０１６年９月～今年１月、利用者３人のサービス提供実績を水増しし、
計１６５万余円を不正に請求・受領。さらに、常勤ではないサービス管理責任者を常勤と
報告したとしている。市は不正請求分など５５０万余円の返還を求めた。

佐世保転落 ３人は兄弟 全員の身元判明
毎日新聞 2018 年 6 月 5 日
長崎県佐世保市松原町の県営泉福寺団地で５月２９日に転落死した男性３人のうち、身
元が分かっていなかった１人について、県警は５日、この団地に住む篠原健二さん（７０）
と発表した。３人は兄弟だった。
県警によると、他の２人は健二さんの兄で、利亜（としつぐ）さん（７７）と亨（とお
る）さん（７４）
。亨さんと健二さんが１２階建ての棟の最上階に住んでいた。利亜さんが
５月２９日に市内の障害者施設を退所して同居する予定だったといい、健二さんは市内の
別の障害者施設に通っていた。
利亜さんと健二さんはこの棟の１２階の外付け階段から、亨さんは住んでいた部屋のベ
ランダから転落したとみている。部屋は荒らされておらず、言い争うような声も確認され
ていない。
【松村真友】

民間版の児相「児童家庭支援センター」開設 岡山市で初 朝日新聞 2018 年 6 月 5 日
子どもや家庭の悩みについての専門的な相談ができる児童家庭支援センターが岡山市内
で初めて中区に設置される。民間の児童養護施設「若松園」に併設される「どんぐり」で、
７月１日にスタートする。大森雅夫市長が４日、会見で発表した。
同センターは児童相談所の民間版的存在。
「どんぐり」は年中無休で心理療法士や児童養
護施設で１０年以上の経験を持つ職員が対応する。仕事で平日は相談しにくかったり、児
童相談所ではハードルが高いと感じたりする人たちにも気軽に利用してもらうことが狙い。
市では４月に運営事業者を募集し、６月１日に認可した。
対面での相談は全日午前９時～午後６時。電話相談は２４時間受け付
ける。問い合わせ、相談はどんぐり（086・237・7373）へ。共に７月１
日から。
県内では他に県全域を対象とする「クムレ」
（倉敷市、086・446・2210）
がある。
（菅野みゆき）
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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