
【高齢者施設】利用者の高齢化に関する課題や問題

相互の制度理解

1 ・　障害を有する利用者に対応するために、施設全体が障害分野、障害特性等の理解を得ることが重要と考
える。

2 ・５年前に知的障害をお持ちの方に入所してもらったことがありました。やや近い領域である身体の障害に関
しては、対応できることが多いのですが、あまり対応する事例が少ない場合に勉強不足であることを実感しまし
た。

3 ・高齢者施設で、障害者関係の法律やサービスについて職員の理解が不十分である。また、それによって利
用者の生活を充分に支援できているか疑問である。

4 ・高次脳機能障害について障害の特性やかかわり方が十分に理解できていないために、本人にとってどのよ
うな関わり方や支援が必要かを探りなっがら展開している。

5 ・障害について職員の認識や理解が不足しているため、利用者との関わり方について課題が生じることがあ
る、また、介護についても課題があると感じている。

6 ・知的障害者に対する知識やノウハウがスタッフの間に乏しい

7 ・専門外の知識が必要（その方にあったケア方法・特に感染リスクが高い方など）（高齢者福祉施設なので、知
的・精神・難病の方）

8 ・知識の共有。

9 ・当施設では、身体障害のある方に比べ知的障害や精神障害のある方の利用は少ない。そのため、知的障
害や精神障害のある方に対しての適切な支援について知識・技術の向上が課題となっている。

障害特性に沿った支援

10 ・精神障害者や知的障害者の対応や活動

11 ・精神障碍者の入所者に対する対応が難しい。（本人の思いが中々理解できず、表情や態度で察知すること
が困難）

12 ・高次脳機能障害の利用者に対するケアが難しい

13 ・障害（難病）等の重度化した際に、入浴設備等・介護・医療ケアなどの体制が整っていない。

14 ・身体の可動制限等に対し介助等に困難さが出る。医療的な支援が必要になることがある。転倒転落等のリス
クが高い。特に年齢の若い方に関してはセクハラが見受けられるケースもある。

15 ・介護保険から入所される高齢の方がほとんどのため、若年の方や知的障害・精神障害の方への対応に柔軟
性がなく、適したケアができない。

16 ・精神の障害がある利用者に関して、環境の変化（季節や気候等）によって精神が不安定になったり悪化した
りする事もあるので、支援が困難に感じる事がある。

17 ・意思疎通やこだわりを強くもっておられ、今までの生活パターンを事業所に方向転換することがむずかしい
部分がある。

18 ・1名は知的障害であり収集癖やこだわりが強く、その部分に対する指摘を理解することが出来ない為、関わり
方に工夫が必要である

19 ・1名は身体障害者（ペースメーカー）であり、定期的なメンテナンスに行っておられるが埋め込み日からの経
過年数には配慮している。

20 ・個別の身体の状況に、車イスや補助具が合っているかの判断が難しい。また、身体の変化に合わせ随時、
補助具や支援方法の見直しを行っているが、専門家ではないので見直しの内容が正しいのかどうか不安な
部分がある。

21 ・嚥下や動作面での専門的なアセスメント

22 ・難病の末期症状の医療行為の対応（できないことが多い）。



23 ・過去3年間に知的障害、精神障害のある利用者の受け入れ実績はありません。身体障害（「障害者手帳」所
持者）と難病（「特定医療費受給者証」所持者）のある利用者の受け入れのみでした。　身体障害について
は、身体介護に特化している特養では問題なく受け入れ出来ています。難病についてはパーキンソン病罹患
者の受け入れには配慮が必要なことがあります。パーキンソン病の症状の一つである幻覚、幻視等の訴えが
夜間帯にある場合、他利用者のケアをしながら本人の訴えに寄り添えない時があります。また、食事の呑み込
みが悪いことがあり食事介助に時間を要することがあります。そして専門医への受診が必要なことがあります。

周囲との関係性

24 ・周りの利用者へ障がいをお持ちの利用者の理解と説明（特に精神）が難しいことがある。

25 ・利用者が障害に対する理解がないためしばしばトラブルになる。

26 ・知的障害者と他の高齢者とのトラブルが多い。他の高齢者の受け入れがしづらく、ストレスとなられる場合が
ある。

27 ・認知症利用者への理解の不十分でトラブル（精神疾患の利用者）が多く。行方不明の危険や金銭トラブル
や笠井の危険も高い。基本的な共同生活ルールが守れないことも多い。また状態が悪化した場合もすぐに入
院対応に応じてくれることが少なく大変困惑している。

28 ・特養では、認知症高齢者が大半を占めています。その中で、特に身体障害者の方で認知症のない場合、周
囲との交流生活面で支障をきたすことがあります。

29  ・精神障害者における行動障害が、他入居者様の生活に影響を及ぼしている。（大声、徘徊等）

30 ・身体機能の比較的高い方の受け入れは、弱者（高齢者）に対する暴力行為があり、対応に苦慮している。そ
の為、向精神薬による対応となり、それでも対応が出来なくなると入院となってしまう。

31 ・精神障害者の場合、対人関係（他利用者との交流）が上手く保てず、暴言や暴行に繋がりトラブルとなること
が多い。入所中での服薬調整が難しいこともある。

32 ・お互い障がいを持つ利用者同士であるにも関わらず、認知症や精神病で頭がおかしい、動きが遅い等利用
者同士で人をけなされる時がある。様々な障害に関して、受け入れが出来ず、人権侵害につながるような発
言が、利用者間である事が問題にある。

33 ・後期高齢者でなくても介護保険申請され、要介護となっている為、特養利用対象となっているが、認知症が
無い方もいるので認知症高齢者との共存が難しい。特養で準備している福祉機器では対応できないことがあ
る。

34 ・当施設は介護老人福祉施設ですので基本的には要介護高齢者の受入を行っており平均年齢が８７．３歳で
すが、この度４０代の身体障碍者で要介護度４方の受入を致しました。しかし他の入所者との年齢差が大きく、
聴く音楽や好まれるテレビ番組が全く合わない事、レクリエーションに関しても高齢者向きのものが多く課題と
なっています。個別的な関わりの中で楽しい時間を過ごして頂ける様工夫はしていますが、はたして本人に
とって当施設の様な介護‘老人’福祉施設に彼の様な年齢の方が入所される事がふさわしいのか不安に思う
ことがあります。

ハード面

35 ・施設環境の問題

36 ・浴室・トイレの位置、配置

家族との関係

37 ・親族がいない場合、後見人のみ　金銭面での不安（利用料が払えない等）死後の対応、日々の連絡がとりに
くい。医療（急変時、手術時など）の決定が出来ない。

38 ・施設として法律の範囲内でできる事とできないことを分類して説明しているが、理解して頂けない家族が
年々増えてきている。

その他



39 ・高齢者は何らかの障害を持っていることが多いが、近年は若者の入所者（例えば介護保険２号被保険者）も
増えており、施設入所になると絶対的に日中の活動量が減り社会参加の機会も減る。在宅サービスの利用が
出来なくなることにより、軽作業が可能な利用者や、要介護が低くまだまだ精神活動の豊かな利用者は施設
内で完結する生活をすることが余儀なくされてしまう。その役割を施設サイドが担うのはあまりにも難しく、自費
で利用できる在宅サービス（利用＝参加）を一部作るなど、ひとりひとりの生活スタイル、状態に、実態に沿うこ
とのできる制度をまたいでのサービス利用などに配慮してもらいたいと強く望みます。

40 ・現在特になし。

41 ・障害があるからといって特に問題になっている事はない。

42 ・高齢者施設のため特に身体障害があっても問題は無い

43 ・今のところ特筆する課題や問題となっているケースはありませんが、医療機関等との連携が非常に重要と
なっています。

44 ・入所対象になる方に関して、障がいがあるために不都合が生じる事は現段階ではありません。

45 ・特養の入所については、個々に対応しているので、特に障碍者と要介護になった高齢者を区別することは
ない。

46 ・障害高齢者ということで特に問題としていません。介護保険で認定されて申し込まれた方の中から、点数の
上位の方から入所されます。その際、その方の身体状況、認知状況に応じて、その方らしく生活していただく
ように、それぞれ個別に施設サービス計画をたてて対応させて頂いています。

47 ・脳梗塞の後遺症により、身体が不自由になり、言語障害が見られしっかりと発語が出来にくくなられた。施設
では単語の発語促しや、五十音等で言葉を発する事により、嚥下機能の低下予防にもつながり、ご本人様の
表情も明るくなられています。また、耳が不自由な方に対しては、視覚から今おられる場所が明確に出来るよ
うに、居室やトイレなどの前に、貼り紙をさせて頂くことで、安心される場面も見受けられます。今後も、柔軟な
支援が必要なので随時対応して参ります。

48 ・身体障害者手帳や療育手帳を持っているが、基本的に他の認知症高齢者と対応は変わらない。



【高齢者施設】利用者の高齢化への具体的対応

障害種別 内容

1 身体 希望により、個別リハビリ

2 身体 塵肺症や精神障碍者に対する専門医への定期的な受診の個別対応

3 身体 身体障害者の方は、本人様にあわせた車イスを作っていただく。

4 身体 制度利用しての義肢装具などの購入の支援、外出の際の交通機関や施設の利用割引の支援

5 身体 個人に合った介助具の使用

6 身体 利用者は視覚障がいがある為、触覚や聴覚、残された視覚等で施設の中が理解出来て、自立した
生活が送れるように、施設のつくりに工夫を行っている。

7 身体 下肢の補装具を必要としている方に対して、本人の希望に応じた補装具の修理や新規購入の調整
をしている。

8 身体 障害部位・状態に応じ、食事排泄入浴など生活全般におけるケアを検討し、実施している。また、定
期的に状態の変動がないか、変動がある場合には、ケア自体の見直しを図っている。

9 知的 週に１度の個別支援

10 知的 他者に対する暴力行為があり、本来４人部屋を３人にしている。他者との接点を持たないよう本人は
居室で過ごしてもらい、同室者はできるだけ、居室以外のの場所で過ごしてもらっている。

11 知的 スタッフへの障害の内容や配慮すべきことの教育により、個別の対応が行えるようにしている、（特に
知的障害者）

12 知的 自傷行為（髪を抜く、執拗に皮膚を掻く等）が反復され、怪我の受傷を防ぐことができず、両手にミト
ンを装着している。また、定期的に精神科病院へ通院している。

13 精神 主治医からの紹介状を携え専門医への受診

14 精神 買い物支援　　　　　　（食事介助　　排泄介助　　　入浴介助）

15 精神 他利用者とのトラブル（暴行）を回避するため、職員が常に間に入る、または、他の利用者に退避し
ていただく等、マンツーマンに近い状況で関わっている。他の利用者の快適な生活を保障することも
大切なので、苦慮しているのが現状。

16 精神 精神科医師による往診。

17 精神 成年後見制度の利用

18 精神 主病及びその他病状に対しては、往診医による定期的な診察を継続し、状態の悪化を防ぐと共に、
必要に応じ、専門医受診を行うこととしている。

19 精神 生活相談や人間関係についての相談・金銭管理・生きがい作り

20 難病 主治医からの紹介状を携え専門医への受診

21 ・身体障がい者のみならず、要介護状態で入居されてこられる施設であるため、必要に応じて個々
に合った支援をしている。



【高齢者施設】利用者の高齢化への対応の好事例

1 ・知的障害者の施設から介護施設への入居は環境の変化が大きいので、入居前から事前に会う
機会を多くとり、顔見知りになるなどサービスの意向がスムーズにできるように支援した。

2 ・現在、特別養護老人ホームでは全ての利用者様に個々に合った個別のケアプランが作成され、
どの利用者様にも分け隔てなく実情に合ったケアが提供されています。過去、知的障害のある方
が非常に不穏になられた場合においても、その都度個別に職員がその方に合ったマンツーマン
対応をすることで、平穏に過ごされていました。

3 ・特別養護老人ホームに入所する前は、障がい者施設に入所されていた。障がい者施設の利用
中に、補装具の依頼していた業者があり、特別養護老人ホームに入所した後においても、同じ業
者に補装具の依頼をしている。担当者のことを以前から知っておられることで、本人も安心して補
装具を依頼することができている。また担当者とも気軽にコミュニケーションがとれる関係性にある
ことで、自分で選択し、決定することに繋がっている。施設としても、本人の精神的安定を図れるよ
うに努めている。

4 ・自分の名前が書けなかった利用者（養育Ａ）が週一度の学習で書けるようになり自信につながっ
た。

5 ・身体の傾き、本人様の負担が減る。

6 ・スタッフが障害を理解することでゆとりをもって対応できるようになり、本人が落ち着くことで、他の
高齢者へのストレスも軽減している。

7 ・生きがいづくり（役割を持ってもらう）を行うことで、人の役に立つことや共同生活の一員である事
への理解もすすんだが、同時、役割についてのやり方やこだわりもあり、共同作業は難しく、新し
いトラブルにもなっている。

8 ・好事例を挙げるよりも困難事例の方が多い



【高齢者施設】障害者の入所受入れにあたっての問題点や課題等

障害支援に対する知識等

1 ・認知症とは違う障害特性を持ちあわせておられ、専門的な知識が必要。

2 ・特別養護老人ホームでの精神障害者や知的障害者等の受入れに関して、施設全体が障害分野に対する
理解を深め、様々な障害特性に応じた知識・技術を個々の職員が習得しておく必要がある。発作に伴う転倒
事故等が予測されるケースでは、常時個別対応できるよう一定の職員数を配置することが必須。また、精神
障害者の対応においてはストレスがかからないよう適切に個別空間（プライベートゾーン）を設けるなどハード
を整える必要もある。入所後起こり得る様々なリスクを予測しておく必要があると考える。

3 ・精神障害者や知的障害者の対応や活動

4 ・知的障害者：元々生活能力を保たれていた認知症の方とは違った専門的なアプローチも必要で、専門的
知識の習得に課題がある。

5 ・高齢者介護が専門分野であるが、障碍者を受け入れるにあたり他の利用者との関係性や環境づくり、ス
タッフにおける知識の構築が必要

6 ・高齢者に限らない各障害特性の勉強不足が否めない。

7 ・介護保険から入所される高齢の方がほとんどのため、若年の方や知的障害・精神障害の方への対応に柔
軟性がなく、適したケアができない。

8 ・専門外の知識が必要（知的、精神、難病）

9 ・嚥下や動作面での専門的なアセスメント

10 ・若くて高次脳機能障害のある方が入所された場合、高齢者の方たちとは異なる支援が必要となると思いま
すが、高齢者施設で十分にその方の支援が出来るのか不安です。

11 ・各障害の特性に応じた対応。

医療面

12 ・難病の末期症状の医療行為の対応（できないことが多い）。

13 ・難病患者の定期受診や急変時の対応

14 ・重度介護者の入浴整備・看護職員人員体制から医療ケアが必要な利用者の受け入れが難しい。

15 ・難病患者：医療依存度が高い場合が多く、現特養の医療体制では、受け入れが困難な場合が多い。

16 ・服薬調整が難しい。（専門医が配置されていない為）

17 ・身体障害者手帳等の有無（難病患者を含む）に関わらず、私どもの特養の夜間帯（18時から翌9時）は、医
師及び看護師がいないので,医療行為ができません。障害の程度、難病の状況によって、「医療体制上の不
備」が生じる場合はご利用できないことがあります。ただし、お申込み自体をお断りしているわけではありませ
んので、随時、ご相談をさせていただいております。

18 ・夜間ＮＳがいないところがほとんどなので、医療依存度が高い方の受け入れ（総数にもよるが）は、職員体
制との兼ね合いで年々難しくなってきている。

他利用者との関係性

19 ・施設は何と言っても集団生活なので、精神症状が顕著で「自傷他害」があれば、基本的に受け入れ困難と
なる。

20 ・多床室であるため、同室者との関係性に配慮せざるを得ないケースがあった。

21 ・知的障害者、精神障害者の方に関しては、他の利用者とのコミュ二ケーションが図りにくい場合がある。

22 ・同じ障害高齢者で、要介護度４・５の重度の方でも身体機能の高い方（自分で動ける方）の入居は、他者に
対しての迷惑行為が有るため、難しい。

23 ・ユニット型のため、知的障害者の方や難病の方の受け入れ人数は限られる。ユニットの他の高齢者が受け
とめてもらえる環境がどうかで決まる。



24 ・ユニットの他利用者との関係構築について、入所受け入れ前に検討し、トラブルにならないようにしている
が、入所後に問題が生じることがある。

精神障害者への対応

25 ・精神障害のある利用者の対応。訴えや行動に対して困難な場合があります。暴言や暴力などの問題行動
に対し、職員の負担が大きくなると想定されます。

26 ・精神障害者：社会生活に課題。他利用者とのトラブルが多い。服薬コントロールが難しい。ケアの工夫で回
避できないこともある。

27 ・精神障害のある方への対応の困難さ、医療との連携が十分でないと難しい。

28 ・精神障害のある利用者は施設入所する事で生活環境が変わる為、施設生活に適応できるかを様子観察し
ていかないといけない。

29 ・精神疾患をお持ちの方が、大声を出したり等される場合があり、他の利用者が怖がったり、出て行ってほし
い等言われる。障害の理解を求めるが、受け入れが難しく、苦情に繋がるケースがある。

30 ・特に精神障害者は特有の精神状態である為、個別的な関わりを求められるが、他利用者の介護や支援も
あり、じっくり関わる事が難しい

31 ・精神状態が悪化した場合でも、精神科病院への入院を断られて、対応に困った経験が何度もあり、新規に
受け入れを行うには強い不安を感じている。キーパーソンになる方がおられない方もおられ、また、ご本人だ
けでなく家人の対応に多くの時間を割る必要があり、受け入れていくのは困難である。

車いす等

32 ・片麻痺の方で車椅子を自走される方については、事業所の車椅子では不具合な方については自費にて
購入された方もおられます。身体手帳にて車椅子購入をする場合、意見書に時間を要する為、半年から１年
程度時間がかかる為、購入時には、ご本人の状態が変わってしまう場合がある。

33 ・施設入所になるがゆえに障害サービスで受けていた車いすが継続して借りることができない。

34 ・車椅子など御本人に合ったものをすぐに用意することが難しいことが課題である。例えば入所前レンタルで
借りておられた場合、一般的な普通型であれば施設にあり用意できるが、それ以外のものについては数も少
なく必要度の高い方から使用してもらうこととなり、施設で購入するにしても予算がありすぐには難しい。

支援体制（人材）

35 ・施設設備の問題及び勤務体制の問題（夜勤体制ではない）

36 ・どんな援助場面においても必ず同性介助を希望されると入所順序がきたとしても対応できないので入所し
てもらえない（入所申込時に希望あり）。

37 ・健常者と比較すると介護に係る労力が大きくなる。そのため人員を増やしたいが、現在の介護報酬では施
設に十分な資金がなく難しい。

本人の家族等

38 ・60代から70代の身体障害者の家人は、市から特養のショートを勧められても年齢が違い過ぎると、特養利
用に抵抗を抱かれるケースが時々ある。

39 ・後見人の場合、意思疎通に困難をきたす。施設がどこまで後見人と生活全般についてすり合わせをするの
か。

40 ・親族がいない。－死後の対応。日々の連絡のとり方の難しさ。

41 ・施設として個別対応の限界がある

42 ・本人・家族への・事前の充分な説明・理解を得る必要があり、了解の上で慎重な対応をしなければならな
い。



その他

43 ・状態によっては施設生活に適応できない場合も想定される

44 ・金銭面の不安（利用料金）

45 ・以前の話であるが、視覚障害（全盲）のご入居者が、特養での共同生活を行っていく中で様々な音に対し、
極端に敏感な反応を示され、ケアとしても難しさを感じたケースがあった。ご高齢になられる中では、身体障
害だけではなく、認知症発症と悪化が重ってこられたことも原因であったが、入居される施設の選択として
も、特養で良いのか、視覚障害者対応の福祉施設が良いのかを十分に検討することも必要であった方であ
るが、結果的には自宅近くの特養以外に選択肢がなかったということが背景にある。すでに施設は退所され
ているが、特養において必要なサービスが受けられていたのか、施設としても十分なケアが行えていたのか
という部分は疑問を感じる。

46 ・介護状態に目が行きがちで、障害は付随したものになりがち。（多くの方が障害認定を受けていないが、疾
病関係の後遺症による障害がある）

47 ・身体拘束を行うことなく事故を防ぐための対策。



【高齢者施設】介護保険への移行の阻害要因（その他具体的記載分）

1 ・一般的には介護保険は高齢化社会を支える介護費用を支援するための仕組みであり介護サービスと
障碍サービスの利用目的が違う。

2 ・特別養護老人ホームでは積極的に機能訓練等を行わない場合が多く、体力の低下が起こる場合があ
る

3 ・脳梗塞や脳出血が原因で麻痺が残った場合、もとの体に戻るために頑張ってリハビリを行うも、本人が
思い描いたように戻ることが出来なかった時の心理的なダメージ。合併症による体力の低下に伴い、Ａ
ＤＬが低下すること。聴力の低下により、あるいは後遺症による失語のためにスムーズにコミュニケーショ
ンがとれない。視力障害により情報量が減る。又は誤って違うものに見えてしまう（錯視）。また認知症の
発症により、日常生活が上手く出来なくなるなど、高齢者が障害を抱えることで、また障がい者が高齢に
なることで、様々な場面で出来ていたことが出来なくなり、生活のしづらさ感じることで、生きる意欲の低
下にもつながってくるのではないかと感じます。

4 ・介護保険における特定疾病が適応になり、比較的若い障害者が介護保険サービスに移行すると、
サービスの量が少なくなるなどの問題が発生することがある。

5 ・施設入所になると、障害で受けていたサービスの利用が継続して受けられない。

6 ・国の方針ですが、平成27年度の8月より、介護保険負担割合証が発行され、身体障害者の方も同様
に2割の対象になられた事により金銭的負担は増えていると思います。

7 ・障害高齢者の多くは、更に高齢の両親や同年代の兄弟姉妹がキーパーソンとなっている。入所後の
身元引受けや各種手続きが難しくなっていくことが考えられる

8 ・ケアマネージャーや障害相談側の知識不足

9 ・職員の障害者に対する知識不足

10 ・何が妨げなのかがわからない。



【高齢者施設】障害高齢者の特性

身体障害

1 ・どうしても、麻痺、拘縮が強い人が多いので、体位交換や移乗介助の際、可動域に一層の配慮が必要。

2 ・視覚障がいの利用者は、猜疑心がつよく職員を疑う事が多い。また、目が見えない為、想像で会話をされる
為、実際の支援をしていてもしていない、逆にしていないのにされたと誤解をされるケースが多い。

3 ・本人の障害に対する受け止め方によって、自立心に大きな隔たりがある。

4 ・身体…中途障害の場合、障害受容ができていない方がおられ、要求度が高く、サービス満足度が低い。
（男性に顕著）

知的障害

5 ・知的障害などの障害のある利用者が介護保険の認定基準のみでアセスメントされ、介護福祉施設を利用す
ることは明らかに困難です。特に今まで障害福祉サービスを利用してこられた方にとって指導的対応方法を
とらない特養では不安を大きくするようです。入所後に自傷行為が発現した事例が過去にあります。

6 ・知的障害者は依存心、依頼心が高く、自身が信頼できる相手の意見に流されやすいが、「我」を通される傾
向もある。

7 ・特に知的障害を持つ利用者の介護保険への移行が増えているが、その人の永く生活利用してきたサービ
スとの環境・内容の違いに利用者自身が「居場所のなさ」を感じている。事務的に移行するのではなく、ひとり
ひとりに合わせた支援を見直すべき。

8 ・知的…年齢に比して老化が早い傾向にあったり、認知症症状が早い段階で出現する傾向が強いと思われ
る。

精神障害

9 ・精神障害等による症状には、専門の医療機関や医師のバックアップがあってこそ、ホームでの暮らしが成り
立っていると感じます。

10 ・精神障害者の特性として集団生活に積極的に馴染んでいこうとされない。

11 ・加齢により身体的能力・認知力が低下していくなかで、特に精神障害をお持ちの利用者については顕著た
る周辺症状が精神障害によるものか認知症によるものか判別しにくく、支援検討が難しく感じることがある。

12 ・精神…若年期発病された場合、高齢期になると行動障害が比較的緩和される傾向がある、と思われる。

難病

13 ・特定疾患…種別にもよるが、進行により医療依存度が高まるので、医療優先か生活優先かの選択を迫ら
れ、施設の場合はターミナルケア（全ての特養で対応していないが）、治療の場合は退居となる。（施設スタッ
フの確保養成という意味で、人的にも質的にもなかなか難しい。）

14 ・特に感じないが、60代のかたも90代の方も同じ施設というのはどうかと思う事がある。60代の方は出来ること
やしたいことがたくさんあるようにおもうが団体の行動が優先される特養ではその希望に答えることが難しい。

全般

15 ・心配性の方が多いように感じられる。

16 ・健常な利用者に比べ、拘りや執着心が強い。



17 ・障がいをもつ方が高齢の場合、若い年齢の方よりも、身体機能の面で衰えがみられ、精神面において不安
になりやすいことや、思考においても前向きに切り替えることが難しくなっているように感じる。

18 ・関わり合いが難しい。

19 ・障害と認知症や老化により、介助等が多く複雑になる。

20 ・身体機能が高く、精神年齢は低い。

21 ・しっかりされていて身体に障害がある方も多く、要望や意見をたくさん言われることがある。介助についてな
どご本人様のこだわりが強い。

22 ・幼少期や若くして障害者となった方に感じるのが「待つ」ということができない方が多いように感じる。もちろ
ん待ってもらうことを当たり前にしているわけではないが、早朝･夜間といった職員数が少ない時間帯で日課
の理解がある方でもコールで職員を呼び、職員を困らせるようなことがある。単独でできないことをすると言っ
て聞かずその都度職員の手がとられる（外出等）。上手く年齢を重ねていない方がおり、一般の要介護高齢
者と違ったケアを提供する必要がある。

23 ・介助方法等にこだわりが強く、自分を持っておられ主張される。介助側の負担が大きい。移動方法等は特
にこだわりが強い。

24 ・介護保険が優先されるため「障害」高齢者も「要介護」高齢者と一緒にくくられる印象がある。（特に特養で
は）

25 ・当施設においては、生活施設と病院との中間的な状態に当たる対象者が多く感じる。

26 ・障害者・救護施設からの入所があるが、障害者の専門的ケアが提供できない。また、障害者の特性として入
所により障害サービスを全て止めるのではなく、移行期間を設けて入所施設と障害者サービスが併用出来れ
ば、本人の理解も取りやすいと思われる。

個人の特性としての対応

27 ・施設入所前から障がい者手帳を持っておられた方が入所されたとしても、障がいという意識より他の入居者
と同様に高齢による機能の低下、老化として見る方が大きい。特別な対応ではなくその方に応じた対応をし
ている。

28 ・個々の特性により対応しているので、特にありません。視覚障碍者で全然見えない人は、応じた対応をして
いる。

29 ・身体・知的障害や認知症に、各々の症状で一定の傾向は有っても、一人ひとり違うので、特段分けて対応
する事はありません。

30 ・認知症以外で考え関わる部分があるとは思いますが、それもその方の個性ととらえ特に問題なく関わってい
ます。

31 ・特に障害高齢者としての特性というわけではなく、個性として受け止めています。また、脳梗塞後遺症として
片麻痺の方は能動的には動かなくなった機能全廃、機能不全の手足を擦って、「ちょっとづつ動くようになっ
てきたから、また、もうちょっとしたら家に帰るわ」と言われます。障害の受容までのフォローの難しさを感じるこ
とはあります。

32 ・障害の種別により各々異なる対応が求められると思います。

33 ・ご自身の不安な気持ちの理解が大切です。支援する側の関わり方次第で、とてもいい表情をされておられ
ます。

34 ・キーパーソン、身元引受人がおられない事も多い。また、基本的な社会のマナーやルールを守れない事も
あり、他利用客へのトラブルも多い。職員への暴力行為や威嚇行為もあり、対応するのが困難である。



【高齢者施設】障害高齢者への支援等について意見等

1 ・障害サービス、介護保険サービスという２つの柱のたてわり行政がひずみを生んでいる。

2 ・要介護になれば介護保険でというのは分かるが、知的障害のある人の場合は最期まで暮らし慣れた環
境で過ごす方が、本人にとって一番良いのではないかと感じる。

3 ○６５才以上は高齢者という一括りの支援では難しい。
○これまでの関わり方から高齢者としての関わることで、本人が戸惑ったり、勘違いする。赤ちゃん返りや、
重度者に対する嫉妬等による不満が暴力として現れてしまう事がある。

それぞれの制度の相互理解

4 ・介護保険施設の従事者は日頃より障害分野との接点が少ない。支援を考えるにあたり障害分野への理
解を深めることがその第一歩。

5 ・「障害サービスから介護保険サービスへの移行」、「障害高齢者への具体的支援」等の研修の場があれ
ば参加させていただきたい。

6 ・介護サービスと障がいサービスの内容等の違いがわかりづらく、どういう場合に利用できるのかわかりや
すくしていただけると、よりよい支援につなげられるのではないかと思います。

7 ・今後、ますます障がいをお持ちの方の利用ニーズが増えると思います。障害福祉の理解を深めていける
ように高齢者福祉と密接した仕組みを構築していただきますようにお願い致します。

8 ・高齢知的障害者の場合、在宅生活に支障が出ていても、要介護認定ではＡＤＬ自立度や認知症高齢者
自立度が軽度と判定されやすく、入所を希望されていても入所検討に至らないケースもある（測る物差し
の違い）。知的障害者の生活のし辛さ、支援の手間を反映できる物差しもいるのではないだろうか。また、
受け入れる施設職員側も専門的知識（障害特性等）の学習・理解が不十分で、適切な支援ができる基盤
が相対的に弱いように感じる。今後、高齢知的障害者数も医療の発展にも後押しされ、増加傾向となるこ
とが予測されるため、それに対応できる専門的知識を習得する環境（研修等）も必要になるのでは。

9 ・障害者の支援専門員のような障害者に対する知識や経験が豊富な職員が必要である。

10 ・障害の該当基準がわかりにくい。

11 ・一般的には高齢者と一括りにするようになっているが実際は親子ほど年が離れている場合も有り、この方
が同じ施設で本当によいのであろうかと疑問に思う事がある。今後ますます高齢化社会となり、ある程度の
段階で分ける取り組みなど必要ではないかと感じている。

12 ・多様な障害者が入所されているなかでやはり障害にあった個別支援やグルーピングが必要。また、健常
者の「障害への理解」が必要。

13 ・要な人は特養への入居は無理だと思います。また、在宅の障害者で、介護保険の特定疾病に該当する
として要介護認定を受け、介護保険サービスを優先すると、本人の希望や生活ニーズに合わないとか
サービスの量が急に少なくなるとか、利用料が変わることがあります。支援費から介護保険へ移行する場
合は、きめ細かな検討と対応が必要だと感じます。(地元の甲賀市、湖南市は相談しながら進めてもらって
います。)

14 ・障害高齢者は認知機能の低下もあり、とまどいや孤独が健常者に比べ非常に多いので、個別支援が重
要である。

15 ・障害をもっておられる方が高齢者の年齢に達しても、障害のサービスを継続する方が望ましいケースもあ
り、個別の対応となるが、単なる年齢による線引きをしてしまわない配慮が必要であると思います。

16 ・周辺の医療機関や地域をはじめ、さまざまな機関との連携が今後より一層重要となると思います。



新たなサービス等

17 ○障害のグループホーム入居者が介護保険在宅サービスを利用できるが、障害者施設入居者が介護保
険在宅サービスを利用できるようになればなおよい。（障害者施設を在宅とみなし、医療保険も適用させ、
看取りまでできるようにしてはどうか。）
○県有地に公設民営で養護老人ホームを建設し、運営を指定管理で社会福祉法人に委託する。

18 ・平成２年、在宅介護支援センターに勤務していた頃の話ですが、単独事業（モデル事業）で在宅サービ
ス供給ステーション事業の展開が始まりました。この事業の受託により、地域の若年の障害者の方がデイ
サービス・ホームヘルプサービス・ショートステイのいわゆる介護３本柱のサービスを高齢者施設で利用で
きるようになりました。障害者枠を新たに設けたということです。困難ケースには障害福祉課・高齢福祉課と
のサービス調整会議が開催され、サービス計画を立て実施するという形で、現在の介護保険サービス利
用の原型だと思います。

19 ・脳性まひの１９歳の男性にはご両親の介助の代わりにデイサービスご利用いただき入浴の機会が得られ
且つデイサービスセンターのホールでは高齢者の方と食事をし、さらにホームヘルプサービスで病院への
通院介助も実施できました。１０年後、介護保険制度施行と共にモデル事業であったため終了し、高齢者
専用に戻りました。今回の調査の趣旨とは離れる意見ではありますが、回想しました。

20 ・障害高齢者への加算などがつけば、特養なども要介護者と区分けして対応を考えると思う。

医療関係

21 ・施設入所されている方に医療費の心配なく過ごして頂けるのは、施設としても、ご家族としてもとても助
かっています。これからもご支援頂ければと思います。

22 ・明らかに精神疾患が疑われる場合は、専門医に受診し、入院や投薬の処方を受けるなど対応していま
す。

23 ・その方にとって、有益なサービス、ボランティア制度があれば（障害により利用可能なもの）を教えていた
だきたいです。（それが生活の質向上につながるものであればありがたいです）

24 ・支援を行っているが、聞き入れなれない事が多くなった。利用者の層が変化し、権利意識は高いが義務
感や思いやりが弱い方が増えており、相手の障害や生活のしづらさを受け入れる事を拒否する事が増え
ていると感じている。

25 ・家族様の理解が乏しい。

26 ・当施設へ入居されている方の障害は、先天性の障害でなく、ペースメーカーの方や加齢に伴う疾患によ
る障害の方なので、特別にその障害に対すケアは無く、ご入居者も自宅等で過ごされていたように施設生
活を送られています。これは、現状なので今後の参考に、今回の調査集計結果を頂戴できれば有難いで
す。


