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言語聴覚療法第12巻第 1号

海外研修報告
一今、アメリカのリハビリテーション現場では一

【はじめに】

平成 6年度の東京都職員海外研修生として、 
1995年 3月-5月まで、米国 5朝3市(ロサンジェ

ルス・サンフランシスコ・シカゴ・スポケーン・

シアトル)(図1)の大学・病院・福祉施設な

ど約30ヵ所でリハビリテーション医療制度を中

心に見学・研修しました。

近年、リハビリテーションの対象となる患者

数は、飛躍的に増加しています。リハビリテー

ションには急性期・訓練期・生活期の 3段階が

あり、各々に対応する施設として救急病院、リ

ハビリテーション専門病院や長期療養型病院、

地域の身体障害者福祉センターや保健所、特別

養護老人ホームなどがそれぞれ想定されていま

す。日本では、これらに対する行政機関も医療

都立大塚病院リハビリテーション科
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と福祉に二分されています。しかし現実には、

患者が適切な時期に適切な機関に移動出来ず、

その患者自身だけでなく他の患者にまで望まし

くない結果を生じていることが少なくありません。

東京23区内においてもなお、十分な急性期リ

ハビリテーションを施行できない病院が多数存

在するのは、残念ながら事実です。しかもそれ

は小規模な民間病院のみならず、大学病院にさ

え当てはまる事態です。

また逆に、専門的・系統的なリハビリテーショ

ンを受けて機能的な目標を達成し長期間経過し

た患者さんに地域の福祉センターなどを勧めて

も、なかなか受け入れてもらえないこともよく

経験します。その理由を患者・家族に尋ねてみ

ると「医療機関から離れるのが恐い」、「地域リ
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ハピリテーションも期聞が限られている」、「訓

練内容が病院と違い老稚闇的である」、「訓練内

容は病院とほぼ同じなのにスタッフが少ない、

訓練の頻度が低Lリなどの声が聞かれます。

確かに地域リハビリテーションは各区市町村

によって体制は千差万別で、かなり充実した自

治体もある一方、ほとんど有名無実となってい

る所もあります。医療機関に勤務する訓練士と

福祉機関に属する訓練士との交流も乏しく、情

報交換も不十分です。しかしこうした体制的な

問題と共に、患者・家族の障害に対する考え方

にも問題がありそうです。

近年、各方面から病院在院期間短縮化が指導

されています。早期在宅化のためには、一層集

中的・専門的リハビリテーションの必要性が増

します。しかしリハビリテーションを受けない

まま自宅退院した患者の家族には、重い介護の

負担がかかっています。自宅退院したものの家

に閉じこもり、病院に来るのが唯一の外出の機

会となっている人は、皆さんの周りにも多いで

しょう。一方、在宅可能な機能まで回復しても、

発症

患者・家族の障害受容が得られず、自宅復帰が

できない場合もあります。回復への期待が高す

ぎて、更なる機能向上を求めて温泉病院・老人

病院ジプシーとなり、家庭復帰の機を逸した例

も少なくありません。また介護者・保護者がい

ないため治療が終了しでも退院できなし¥いわ

ゆる社会的入院も多く見られます。

米国の入院期間が短いのは、つとに有名です。

しかしこれまで観光旅行した米国各地では、ま

るでリハビリ器具展のようにさまざまな装具・

車椅子の障害者がたくさん繁華街や大学にいま

した。日本の障害者の塞がった世界に対して、

この違いはどこから来るのか。医療・福祉の体

制と共に、患者・家族の生の声も聞いてみたい

と思いました。

【米国のリハビリテーション医療における患者

の流れ】

発症から退院、在宅に至るまでの米国におけ

るリハビリテーションの流れを、追ってみましょ

う。(図� 2) 

G P (General Practionor，一般開業医・家庭医)� 
↓ 

救急病院・総合病院の救急病棟一初期リハビリテーションの開始� 
↓ (CVAで� 1週-1カ月)

集中リハビリテーションへの移行

全身状態が落ち着いており、� 3時間以上のリハビリ訓練に耐えられるか?� 

<Ves> 

υハビリテーション専門病院
またはリハビリテーション病棟� 

(CVAで2-8週、平均� 4-6週。

<No> 

(←)・療養型病院 
(Subacute Rehabi I itation) 
(←)・ナーシングホーム(短期型) 

丁目で� 2週-6カ月、平均� 3-4カ月) (Skilled Nursing Facility) 

退院:自宅に帰れるか� 

<Ves> 

・訪問医療サービス
・病院の外来リハビリテーション
.成人デイケアセンター
・職業リハビリテーション� 

↓メディケア(パートA)は100日間

<No> 

(←)・ナーシングホーム(長期型)
・軽介助ホーム

図2 【米国のリハビリテーションにおける患者の流れ】� 
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発症

米国では何らかの疾病・傷害を発すると、ま

ずGPC General Practionor)と呼ばれる一般

開業医にかかるケースがほとんどです。この医

師と患家の関係は、祖父の代からかかりつけと

いった場合も多く、文字通り家庭医となってい

ますO またGPは特定の診療科を標梼すること

はなく、全般的な診断と軽症疾患の治療、慢性

期の管理ができるよう教育されています。すな

わち、検査も含めてより高度の医療が必要だと

判断した場合は、速やかに自己の関連病院、ま

たは患者の個人保険の指定病院に紹介するのが

任務です。こうして疾病の初期から医療機関相

互の連携がとられています。もちろん交通事故

など救急の場合は、直接救急病院に搬入されます。

急性期のリハビリテーション� 

GPによって救急病院または総合病院の救急

病棟に紹介され一応の診断がつくと、脳血管障

害などリハビリテーションが必要な疾患の場合、

直ちに急性期リハビリテーションが開始されま

す。発症24時間以内にリハビリテーション処方

が出されることもあります。ほとんどの救急病

院・総合病院にリハビリテーション部門があり、

相当数のリハビリテーション・スタッフが配属

されています(表1)。

米国ではPT・OT・STに加えて、人工呼吸器

依存や気管切開している患者のための呼吸訓練

士も加わり、またレクリエーション療法、噛業

リハビリテーション評価も始まるのが特色です。

急性期に特有の問題に留意しながら、すでに訓

練期・生活期を視野に入れた多面的なリハビリ

テーションが開始されます。

救急病院・病棟の入院期聞は、もちろん各症

例の重症度によって異なりますが、平均的な脳

血管障害の場合で1週間から1月、入院費用は1

日約3000ドルを要します。救急医療はメディケ

ア(連邦の老人保険制度)、メディケイド(低

額所得者対象の州の医療保険)、個人保険でカ

ノTーされます。近年増えつつある南米諸国から

の不法滞在者(特にロサンジェルスの病院では

たくさん見ました)に対しでも、救急医療に対

してはSSICSocial Security Insurance)と呼

ばれる社会保障費から支払われます。

集中的・専門的リハビリテーション

くリハビリテーション専門病院〉

急性期の治療が終り、全身状態が安定して� 1

日3時間以上のリハビリテーション訓練に耐え

られるようになった患者は、リハビリテーショ

ン科病棟、またはリハビリテーション専門病院

に転科・転院し、集中的リハビリテーションへ

移行します。ここでは急性期に引き続いてPT、� 

OT、ST、レクリエーション療法、職業リハビ

リテーションを含めた多面的な訓練が行なわれ

ます(表� 2)。病院によっては、動物の世話・

愛玩を通じてリハビリテーションのモチベーショ

ンを高める動物療法や、専門家による美術療法・

音楽療法も行なわれています。

米国ではカルテにも職歴欄の次にレクリエー

ション歴の欄があり、彼らがいかにレクリエー

ションを重視しているかがうかがえます。レク

リエーション歴が貧しいということは、直ちに

「生活の質」が貧しいことを意味し、抑欝、ア

表� 1 総合病院におけるリハビリテーション関連職員の職種、員数� 

MSW:医療社会福祉士、� CP:臨床心理士。表中+の付いた数字は学生、または研修医を表す。

施設名
病床数� 

PT OT ST MSW CP 
レヲリエ職業

その他 備考
(リハ) ーション りハ

セイクレッド� 人数 人数 人数 各病棟に 急性期と外来
ハート

500 10 6 6 
不明 不明 不明

なし
栄養士 リハのみ

医師� 
321 

リハ
2 (4+2)， 栄養士も評価会

ハーパービュー� (26) 
22 22 6 対応� (+5) 6 3 

各病棟に議に出席� 
4 

栄養士� 
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ンター� 

セントルーク
102 45 30 15

ス� 

ルコール・薬物中毒のリスクが高いと見なされ

ます。「仕事が趣味」などというモーレツビジ

ネスマンは、、危険人物がです。

これまでの趣味を続けられるように自助具等

を工夫したり、また未経験のレジャーに挑戦す

る機会も与えてくれます。レクリエーション療

法はPT・OT・STなどの医学的リハどリテーショ

ンと相補って患者の発動性を高めるだけでなく、

復職かそれとも無為かといった二者択一を排し

て患者・家族の価値観の転換を図り、障害をもっ

て生きていくこれからの生涯に新たな意義づ‘け

をする第一歩となっています。私も、� ST場面

では無力声で単語がやっと表出できていた失語

症+発動性低下の老婦人が、レクリエーション

療法で片麻庫用のトランフ。自助具を使ってジン・

ラミーをし、「大きな手が来たわ。これで私の

勝ちね」と堂々と宣言するのを聞きました。

また週� 1回は病院付近のレストラン、映画館、

ショッピングセンターなどに外出し、入院中か

ら地域社会への復帰を図っています。そうする

ことで地域も患者・障害者への対応を迫られ、

「障害を持つアメリカ人のための法律J (Act 
of Disabled American，ADA)やリハビリテー

ション法修正(Rehabilitation Act Amend-

ments of 1992)1)の成果もあって、ほとんど

全ての公共建築物が車椅子で利用可能です。実

際どこの街でも障害者がよく外に出ています。

電動車椅子の四肢麻療患者などは当たり前、術� 

表� 2 リハビリテーション専門病院におけるリハピリテーション関連職員の職種、員数� 

MD:医師、� SW:社会福紙士、� CP:臨床心理士、� PO:義肢装具士、� W/C技師車補子技師、tJIE :臨床

工学士。表中+のついた数字は助手、または非常勤を表す。

施設名 病床数� PT OT ST その他

ランチョロス
アミーゴス� 

375 150 65 35(+9+3) 
SW、CP、リエゾンナース、ケースマネー
ジャー、呼吸訓練士、レクリエーション
療法、職業リハ、教員

MD (30)、SW (15)、CP (10)、呼吸
シカゴリハセ

130 80 50 22 (+ 1+ 1 ) 
劃練、レクリエーション療法(3 )、音
楽療法、美術療法、職業リハ、� PO、
W/C技師、牧師� 

、CP(3))、SW(4 )、5+MD (1 
ケースマネージャー、� ME、職業リハ、
レクレーション療法� (13)、呼吸訓練士、
行動療法、教員

後間もないと思われる脊椎損傷+片足切断患者

のこぐストレッチャーをショッピングセンター

の4階にあるファストフード屈で見かけた時は、

さすがにちょっと驚きました。でも驚いている

のは私だけ、周囲の人はごく自然に道をよけ、

本人は至って暢気そうにピザなどぱくついてお

りました。

職業リハビリテーションでは各職業について、

どんな技能が必要かを評価します。「職業分類� 

(Classification of Jobs)Jという本があり、

各職種について必要な機能が詳細に網羅されて

います。この評価は非常に組織的で、職業リハ

ビリカウンセラーが直接雇用者のもとに赴いて

環境調整を図ることも珍しくありません。� AD 

Aによれば、雇用者は改造などをして樟害者に

適切なように環境を調整する義務があります。

職業リハビリテーションでは患者に対してカウ

ンセリングを行ない、コンピューター入力やタ

イピング・電話の取り次ぎ・メモ書き・郵便の

分類などの職業訓練を行なっています。これ以

外の職業訓練を希望し、また適応がある患者に

ついては障害者対象の職業訓練校に紹介します。

また病院でありながら、職業安定所的な役割も

負っており、求人情報を集約して、適切な人材

を求人先に紹介します。雇用者の需要に合わせ

て特定の技能(例えば電子メールなど)を訓練

することもあります。

日本(東京)では労働省(福祉局)と厚生省

一時 一



言語聴覚療法第  12巻第 1号

(衛生局)の管轄にわかれているものが、米国

では各病院の中にあり、患者は治療が一段落す

ると、連続して速やかに職業評価・訓練を受け

られます。リハビリ訓練士が、手探りで職場復

帰の評価・訓練を行なう我が国の現状と比べる

と、羨ましい限りです。

リハビリテーション専門病院にはベッド・ス

クールが併設されている所が多く、入院中も教

育が受けられるよう、またできるだけ早く通常

の学校に復学できるよう、複数の教員が配置さ

れています。 ST・OTがおぼつかなく教科指導

をしている大塚病院とは、大きな違いです。

病院によっては義肢装具士、車椅子技師、医

療工学士、行動療法士など更に多彩な職種を配

置しています。

この期間の入院は、もちろん原疾患や重症度、

各病院の方針によって多少異なりますが、脳血

管障害で 2-8週、平均 4-6週です。米国で

は交通事故や銃撃による頭部外傷が多いのです

が、この場合は精神症状など合併症も多彩なた

め入院期間は 2週-6カ月、平均 3-4カ月と、

脳血管障害に比べてやや長めです。入院費用は 
1日約1500-2000ドルで、救急医療よりはやや

安くなります。これらは一定期間以内ならば、

大部分保険でカバーされます。規定の期間をす

ぎても確実な改善を続けているなどの好条件が

あれば、医師が州政府や保険会社と交渉して保

険の延長を行ないます。

医師を始めとするスタッフは週1回各患者に

ついてラウンドと呼ばれる会議をします(写真

1)。ラウンド(回診)といっても実際に病室

を回るわけではなく、各患者の改善状況や問題

点について約10分間ず、つ担当者同士が連絡・調

整をするのです。ここで話し合われた患者の状

態や退院の日程は、全担当スタッフが揃って患

者と家族に説明する。これをファミリー・カン

ファレンスと呼び、障害の程度や退院のために

必要な準備(家屋の改造や諸手続き、退院後ど

のような所でリハビリテーションを受けるか)

なども患者を含めて話し合われます。英語を理

解できない患者・家族のためには通択をつけて

まで行なわれるこのファミリー・カンファレン

スは、インフォームド・コンセント(説明と同

意)が徹底されると同時に、とてもよい患者教

育・家族教育の機会になっています。ただしこ

のラウンドやファミリー・カンファレンスも、

スタッフがその患者のリハビリテーションに携

わっている時間と見なして、保険請求の対象と

なっています。

〈療養型病院または短期型ナーシングホーム〉

呼吸・意識・聴下障害などのため耐久力低下

を来たし、 1日 3時間以上のリハビリテーショ

ン訓練に耐えられない患者、より濃厚な医療的

写真 1 シアトル・ハーパービュー医療センターリハビリテーション科病棟のラウンド(日本で言

うカンファレンス)風景。皆普段から白衣は着ない。髭に長髪の男性はナース。 
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ケアを要する患者は、療養型病院 (Subacute 

Rehabili ta tion)、または短期型ナーシングホー

ム(SkilledNursing Facility)に入院します。

こうした施設にも、 PT・OT・STの他にレクリ

エーション療法士、美術・音楽療法士が勤務し

ています。短期型ナーシングホームには医師は

常駐せず、運営コストを下げています。付近の

病院と提携するか、患者の GP(家庭医)が往

診して来ます。しかしこのような施設にも人工

呼吸器依存や経管栄養の患者は入院しており、

その管理は医師の指示に基づいて呼吸訓練士や

看護スタッフが行なっています。

療養型病院や短期型ナーシングホームの入院

期聞は平均約 3カ月です。集中的リハビリテー

ションに耐えられるようになると、リハビリテー

ション専門病院に転院する人もいます。また直

接自宅退院する人もいます。 療養型病院や短

期型ナーシングホームの費用は、患者の重症度

にもよりますが 1日当たり 350-1000ドルで、

一定期間メディケアまたはメテーィケイドでカバー

されます。リハビリテーション専門病院の 1/2
以下の費用です。

退院

こうしてリハビリテーション専門病院(病棟)

や療養型病院、短期型ナーシングホームを退院

した後も、各症例の環境や重症度に合わせたリ

ハビリテーションを受けます。

〈自宅退院の場合〉

(訪問医療)

自宅退院しでも種々の事情で通院・通所でき

ないものは、「ホーム・バウンド J(家に閉じこ

もりきり)とみなされ、ホーム・ヘルスとよば

れる各種の訪問医療サービスを受けます。看護・

介護スタッフをはじめ、ホームへjレパー・ PT' 

OT. STが自宅に訪問して来ます。医師が必要

と認めれば、一定範囲内のサービスには保険が

適用されますが、これを越えたサービスを受け

ようとすれば、自己負担となります。 PT・OT. 

STの訪問は1回当たり約100-150ドル、看護ス

タッフの訪問は1時間当たり約20-30ドル、介

護士やホームへ jレパーは 1時間約15ドルほどで

す。

訪問リハビリでは、チームアプローチはでき

るのでしょうか。ワシントン州の規定では、訪

問医療においても週 1回担当者が各患者につい

て連絡会議を開いてチームアプローチを行なう

ことが義務づけられています。

訪問医療は南北戦争時代以来の長い歴史があ

りますが、入院に比べて費用は大幅削減となる

ので、保険費節減のため政府は近年この訪問医

療を奨励し、営利・非営利、大小の団体が活発

に活動しています。

私もシアトルで訪問STのパーパラに同行し

て、一日訪問STを体験してみました。パーパ

ラはST歴23年ですが、一日 250マイル(約400

キロ)をドライブし、 3-5件訪問します。私

のついて行った日も、いきなりフェリーに乗っ

て島に渡り、小学生の頃学習雑誌に載っていた

瀬戸内海の保健婦さんのような気持ちになりま

した(写真 2)。シアトル付近はフィヨルド地

形のためフェリーが重要な交通手段になってい

ますが、この日は故障のため 2時間も遅れまし

た。私たちが訪問先に着くと、ちょうど OTが

訓練を終えたところでした。

ノイーパラの話によると、フェリーの故障など

は軽いトラブルで、雰囲気の悪い地域を訪問し

たSTが、訓練終了後銃撃戦に巻き込まれ自動

車に流れ弾を受けた例もあるそうです。パーパ

ラ自身も最初の妊娠の時居酒屋の主人を担当し

て、居酒屋でセラピーしたこともあるといいま

す。こんな苦労をしても訪問STを続けている

のは「病院のがんじがらめの組織が嫌い。もっ

と患者の家族とも関わりたいから」だそうです。

(病院の外来リハビリテーション)

外来通院が可能になると、ホーム・バウンド

から脱却したと見なされ、病院の外来リハビリ

テーション、病院以外の外来リハビリ専門プロ

グラム、職業リハビリテーション、成人デイケ

アセンターのいずれかに通うようになります。

この中のどれに通うかはその患者の重症度、改

善の度合、環境的必要性などによって決ります。

病院で外来リハビリテーションを受け続ける

ためには、 1カ月毎に確実な改善を示し続ける

必要があります。その患者の保険の種類によっ

ては、改善を続けるならば 2-3年間でも通院

が可能ですが、このように改善が持続する患者

は非常に稀ですし、メディケイドやメディケア

など公的な保険は 15-18回の外来訓練にしか適

応されません。しかし一方発症から何年経過し

ていても、通院リハビリテーションの適応があ
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写真2 あれよ、あれよとフェリーに乗せられ、シアトル対岸のヴァッション島に、夫と二人暮ら

しの脳卒中・左片麻痩・鳴下障害の女性を訪問した。

ると医師が認めれば、また新たに通院を開始す

ることもできます。たって長期の通院リハビリ

テーションを希望する患者は、私費で病院や開

業PT・OT・STに通います。

また近年医療費縮小のために、比較的軽症の

通院可能な患者は、集中的リハビリテーション

の期間でも、より早期に退院させ週5日1臼� 5 

-7時間病院で訓練を行なう「デイホピタ� lレ」、

あるいは「部分的入院」と呼ばれる、入院と外

来の中間的システムが試みられています。スポー

ケーンのセントルークス・リハビリテーション

センターでは、全米で� 2番目だというこのプロ

グラムのために、専任のスタッフを置いていま

した。このデイホスピタルは� 18485ドルの費

用がかかります。

(病院以外の外来リハビリテーション)

病院以外にも外来リハビリテーションプログ

ラムがあり、職業復帰や学業復帰を屈指して適

応がある患者のみに対して行なうもの、ある疾

病(たとえば脳血管障害や頭部外傷)の患者の

みを対象にしたもの、個人訓練が主なもの、グ� 

jレーフ。訓練中心のものと多彩です。� 

PT・OT・ST、職業リハビリテーションまた

はレクリエーション療法士が訓棟に当たり、医

師がスーパーパイザーとして週� 1回ほど来所し

て患者の状態の報告を受けます。適所は通常週� 

2-3因。保険でカバーされる通所期間は平均� 

6-9週ですが、職業復帰を目標とした所は州

の職業リハビリテーション部門からも予算を得

て15-16週に延長します。これ以上の通所を望

むものは、やはり全額自己負担となります。

費用は、職業復帰目的の個人訓練を行なう所

でPT，OTは1時間各120ドル、� ST・前職業訓練

が各130ドルほどかかり、これを全部受けると

週� 3回の通所として月約6000ドルほどかかりま

す。グルーフ。訓練中心の所で週� 3回通所してP 

T・OT・ST、レクリエーション療法を全部受

けると月4000ドルほどです。日本のリハビリテー

ションの保険点数に比べてかなり高額ですが、

一定期間内または患者が改善を続ければ、これ

が保険でカバーされます。また入院リハビリテー

ジョンよりは格段に安価です。

(成人デイケアセンター)

成人デイケアセンターは、上記� 2つのプログ

ラムとは異なって、機能の改善ではなく維持を

目指すものです。家に一人で閉じこもることに

よりうつ状態になったり痴呆が進行したりする

のを防止し、できるだけ長い間日常生活動作の

自立を保って在宅期聞を長くするのが目的です。

患者の社会化と共に、健康・投薬管理、家族・

介護者の勤務・休患の確保を図ります。長期型

ナーシングホームへの入所を遅らせることによっ

て、財政負担を軽くするのも行政にとっては大

きな目的です。� 
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州の規定や各施設によって多少異なりますが、 

PTまたはOT，ST (州によってはこれらの医療

的リハビリテーション訓練士は配置されていな

いところもある)、レクリエーション療法士、

美術・音楽療法士、ソーシャルワーカー、看護

スタッフが配置され、医師も非常勤で来所しま

す。プログラムは病院の医療的リハビリテーショ

ンとは異なり、訓練というよりは日常生活の充

実を目指しており、より実生活に即したレクリ

)。3エーション重視のものとなります(表 
費用はメディケア・メディケイド¥州、|の老人

予算、寄付金と通所者の個人負担で賄われてお

り、食費やおやつ代も含んでいます。個人負担

は施設や通所者の収入、介護量(アルツハイマー

患者は割り増しになる)や滞在時間によって O 

-45ドルまで幅があります。成人デイケアセン

ターの運営費は、公的予算と地域・企業からの

寄付、利用者の個人負担で成り立つています。

このうち公的予算の割合は半分以下で、寄付が 
50%以上を占めるケースが多いのですが、担当

者の話では「大統領が変わるに従って政策もこ

ろころ変わるから、余り公的予算の割合が高い

団体はかえって不安定」なのだそうです。個人

負担分は 10%程度です。

通所者の送迎は、無料(個人負担金に含まれ

ている)や 1回50セント程度の軽費のパンによ

る輸送サービス・システムによっている所がほ

とんどです(写真 3)。通所・通院だけでなく

障害者の外出全般に際して、予約制ですが、市

営パスの営業範囲内はパスと同一運賃でタクシー

が(シカゴ市)、あるいは月 3ドルで市営パス

会社によるタクシーが何回でも利用できる(シ

アトル市)など、戸口から戸口への輸送システ

ムが充実しています。シアトル市の場合、市街

の一定範囲内は通常の市営パスも無料で、充実

しているのは障害者対象の交通システムだけで

はありません。スポケーン市では、公共のパン

サービスはありませんが、車椅子対応の予約制

タクシーが沢山あります。また病院などが窓口

になって、障害者を自動車で運んでくれるボラ

ンティアを募集しています。

この成人デイケアセンターに類似したものと

して、日本では地方自治体による高齢者・障害

者対象の福祉センターがあります。しかしその

スタッフは、最も恵まれた所でPT・OTと保健

婦・看護婦・事務職員と非常勤の STといった

ところで、日本にはレクリエーション療法士、

音楽・美術療法士は残念ながらおりません。従っ

てセンターは内容的に病院におけるりハビリテー

ションとの差が小さく、患者・家族にその意義

が理解されにくいのではないでしょうか。レク

リエーション的なものとして社会体育指導員等

が配置されていることがありますが、その指導

内容はスポーッ的なものに限られており、米国

のレクリエーション療法士に比べると格段に貧

困です。また皆揃って同ーの活動を行なわなく

てはならないことが多く、通所者の多様な欲求

に対応しきれてはいないようです。

また日本では、ある自治体の住民は選択の余

地無くその地域のセンターに通わなければなら

ないのに対して、米国の都市部では上記のよう

な施設が各々複数存在し、訓練内容、経済性、

時間帯、宗教、交友関係、あるいは単に雰囲気

の好悪によって各人が自由に選択できるように

表 3 成人デイケアセンターにおける職員の職種、員数 
SW::社会福祉士

施設名 通所者数

ユダヤ系高齢者協会 50 レクリエーション療法(2)、看護、 sw、ディレクタ一、
マネージャー、助手(9)、受付、ボランティア (20)

シカゴ日系定住者会 25 
レクリヱーション療法(2)、音楽療法、看護、 
スーパーパイザー、ボランティア(3 ) 

sw、

エルダリーヘルス 100 精神科医、 SW (10)、看護(2 、音楽療法、OT)、
美術療法、ダンス療法、フットケア、ボランティア(多) 
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写真 3 ずらりと並ぶユダヤ系高齢者協会のパン。「シャローム」はイディッシュ語で「こんにち

わJ rさようならJ r平和」などを表すそうです。車体側面には「ユダヤ系高齢者協会」と

書いてありますが、「わしは、まだ高齢者じゃない」と 80歳の通所者が乗車拒否をしたこ

とも ・・0H H

)。3なっています(図 

く自宅以外に退院する場合〉

自宅退院ができない場合、生活が完全に自立

していれば高齢者用アパートへ(東京都で言え

ばシルバー・ピアにあたる)、日常生活動作は

自立していても食事の準備や外出、掃除、洗濯

に介助が必要であればグループホーム、アシス

ティッド・リビングと呼ばれる軽介助アパート

(日本で言えばケア・ハウスや軽費老人ホーム

にあたる)へ入居します。軽介助アパートの入

居資格と入居費はさまざまですが、シカゴのユ

ダヤ系高齢者協会のグループホームでは、年収 

17790ドル以下の人を対象に、年収の 30%と月
額770ドルを徴収しています。この入居費には

食費、外出のための交通費、掃除・洗濯費、レ

クリエーション費が含まれており、実際には入

居者の子供がその一部または全部を負担してい

ることも多いようですC アパート内でも毎日複

数のレクリエーションが行なわれていますが、

通院だけではなく、美術館や映画・音楽会・買

物などレジャーのための外出にも送迎がありま

す。シアトルのマウント・セント・ピンセント

の場合は月額1869-2734ドルで、同様の諸費用

が含まれていました。シアトル対岸のシルバー

デールにあるノースウッズ・ロッジは月額1315

ドルでした。例として図 4に各個室の平面図を

示しておきます。日本の同様の施設に比べて、

比較にならないほどゆったりしています。こう

した軽介助アパートに住んで、外来リハビリテー

ション・プログラムや成人デイケアセンターに

通う人も沢山います。

食事、排滑などの日常生活動作に介助を要す

る患者は、長期型ナーシングホーム(日本では

特別養護老人ホームに相当)に入所します。長

期型ナーシングホームには医師は常駐していま

せんが、医療的管理は付近の病院・医院と提携

したり、患者の GP(家庭医)が往診します。

付属のクリニックを持ち、常勤医師を抱えてい

る施設もあります。アルツハイマー患者の割合

が高い施設には、精神科医と臨床心理士が非常

勤で訪問してきます。療養型病院や短期型ナー

シングホームと同様、長期型ナーシングホーム

にも人工呼吸器依存や経管栄養の患者が入所し

ており、その管理は医師の指示に基づいて呼吸

訓練士や看護スタッフが行なっています。施設

内で処置不能の緊急時は、直ちに救急病院に送

ります。

経管栄養や人工呼吸器依存の患者は、基本的

状態が安定しており介護の入手が得られれば、

その管理は在宅でも可能です。にもかかわらず 
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適所者到着、デカフェ・コーヒーとスナックのサービス
スタッフミーティング、初回通所者の評価
グループ活動
(体操、身体ゲーム、ダンス、ディスカッション、絵画、切り絵、工芸、

料理、ビンゴ、保健教育など)
または外出(映画館、音業会、美術館、公園、水族館、レストランなどへ)
昼食準備、宗教サービス
昼食
別のグループ活動
おやつ(ケーキ、アイスクリームなど)
自由活動(ドミノ、 トランプ、読書、絵画、ビデオ鑑賞、ディスカッションなど)
通所者帰宅
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日本では「まだ医療的管理が必要」との名目で

入所を断られ、治療はほとんど行なっていない

のに入院を継続せざるを得ない人を多く見ます。

長期型ナーシングホームにも、看護スタッフ、

ソーシャルワーカ一、レクリエーション療法士、

音楽・美術・ダンス療法士などが配置されてお

り、 PT・OT・STも常勤もしくは非常勤で関わっ

ています(表 4)。長期型ナーシングホームで

は機能維持が目的ですので、 PT・OT・STの立

てたプログラムに沿って、リハビリテーション

助手によるグループ訓練が行なわれます。 1カ
月に 1回程度は PT・OT・STによる評価が行な

われます。

長期型ナーシングホームで中心になるのはレ

クリエーション療法士で、ワシントン州では、

ナーシングホームにおいてレクリエーション療

法士の雇用が義務付けられています。レクリエー

ション療法士は月 1回、毎日のレクリエーショ

ン・プログラムを立案します。種々のゲームや

ディスカッション、動物療法、音楽・美術・ダ

ンス療法士(写真4)との共同アプローチを行

なっています。特に動物療法は盛んで、特別に

訓練された犬が 6匹、交替で週25時間勤務して

いる施設もありました。どの犬も元気でした。

また世代交流プログラムとして、保育園児・

小学生を招き、高齢者にとっては精神的な賦括

を図ると共に、児童にとっては高齢者・障害者

との接し方を学び、情操の育成を図る機会も設

けていました。

長期型ナーシングホームの費用は、 1日当た

り150ドル前後です。自費で入所している人も

いますが、所得の低い人は州費で入所できます。

大概のナーシングホームでは、運営費として連

邦費・州費・自費の他に、サービスの質の維持・

向上のために企業・個人からの寄付を募ってい

ます。

設備やサービスの質がよいナーシングホーム

は、ご多分にもれず 5-8カ月の入居待ち期聞

があります。このような待ち期聞を過ごすため

に、アダルト・ファミリー・ホームという制度

が注目を浴びてきました。これは高齢者のホー

ム・ステイといった趣のもので、一般家庭が最

大限 3人の高齢者を預かり、介護をします。介

護担当者は州の免許が必要で、衛生や虐待防止

のため、定期的に州の監査を受けます。利用者

の介護量やその家の立地・環境に応じて、月 70 

0--2000ドルの利用費が支払われますが、利用

者の収入が低ければ州が(部分的に)負担しま

す。住宅ローンの足しになり、外に働きに行く

必要もないので、幼児のいる家庭を中心にどん

どんホームビジネスとして拡がっているそうです。

【米国における言語療法】

このようなリハビリテーション・システムの

表 4 ナーシングホームにおけるリハビリテーション関連職員の職種、員数

施般名
病床数 

OT ST SW CP 
レクリエ

その他 備考(リハ篤庫総 PT 	 ーション

ヒルヘブン	 100 
4

(40) 

3 清掃 (17)、食堂 (40) リーパーマン	 240 
(契約) (契約)

5 3 10 音楽療法、美術療法
医師(5 ) 

102 3 医師はリハセンター兼
セントルークス	 

(40) (+ 3) 
3 1.5 2 4 牧師

任

ボランティア医師が巡

敬老 150 2 2 因。各婚にケアコーディ ホスピスケアにも対応
(+ 9) (契約) (契約)	 ネーター。

音楽療法、美術療法

ケルシー	 157 3 2 
2 4+4 5 

美術・音楽・ダンス・
クリーク (74) (+2) (+2) 動物療法
マウントセント 180 3 2 美術・音楽・ダンス・
ピンセント (20) (+2) (+2) 

5 5 動物療法

ノースウッズ	 36 
(+ 2) 

医師 
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写真 4 ケルシークリーク・ケアセンターで、(上)動物療法用に訓練された犬、(下)ダンス療法

士と研修する職員たち

中で、アメリカのSTはどんな働き方をしてい

るのでしょうか。

〈言語療法士の人数〉

アメリカ言語・聴覚療法土協会 (ASHA)の

構成員は約 6万人で、日本とほぼ面積の等しい

カリフォルニアー州で 1万1千人の STが働いて

います。米国では原則として全員ASHAに加入

することになっていますが、学校STの中にはA 
SHAの地域組織(学会も別に開くなど独立性

が高い)にのみ属している人、無所属の人もい

ます。日本の約30-40倍の人数ですが、学校S 
Tはまだ不足しているそうです。

(勤務先) 

STは病院、学校はもとより、乳幼児施設、

ナーシングホーム、外来リハビリテーションセ

ンター、訪問医蹟組織、補目器量・スピーチカニュー

レ・教材会社に勤めています。開業している人

もいます。また昼間は公立病院に勤務して(つ

まり公務員〉、夕方から開業の形で民間の病院・

ナーシングホームで働いたり、訪問STをする

人もいます。そうした二重勤務の STの一人に

聞いてみると「休暇に家族旅行したり、トヨタ

の新車を買うお金が欲しいからよ」とアッケラ

カンとしていました。 
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(教育体系)

米国では独立して臨床を行なう STは修士で

す。しかし STに限らず一般に、学位・学号の

内容・価値観が日本とは少し違って、研究より

も実務に重点がおかれており、さながら専門学

校のようです。しかし学部の成績が一定水準以

上ないと修士課程への進学はできません(ワシ

ントン大学の場合3.9以上)。人口の 3%が修士

に進学するそうです。 

STの修士課程には、言語病理学部ばかりで

なく、他学部からも学生が来ます。各大学によっ

て多少の違いはありますが、学部の実習は実質

的には臨床見学のみで、真の実習は修士課程か

ら始まります。 ASHAの規定では、 350時間の

臨床実習が必要です。最後の実習は、インター

ンシッフ.011 と呼ばれていますが、日本のように 

1日中実習先に詰めているわけではなく、午前

中は実習、午後からは授業というふうに半日単

位です。ワシントン大学では、実習の方針をめ

ぐるスーパーパイザー会議を見学しました。臨

床歴 10数年のSTの「僕が学生時代は、味下障

害も右半球機能障害も教わらなかった。でも今

どちらも臨床で扱っている。臨床実習とは、細

かい技術を教えるのもさることながら、未知の

問題にぶつかった時に何とかそれに対処して行

く力をつけるためのものなんだ」という一言は

日本でも当てはまることでしょう。

修士課程卒業後の 1年聞はCFY(Clinical 

Fellowship Y巴ar)とし、 L¥必ずスーパーパイ

ズを受けなければなりません。この期聞が終る

とASHAの認定試験を受けて、合格すれば晴れ

てCCC(Certificate Clinical Competence)と

なります。 ASHAの試験は毎月どこかの州で行

なわれているので、交通の便のよい所にめぐっ

てきた時に受けます。万一不合格でもまたどこ

かで受ければよいわけです。 3カ月後に受験す

るという STが言うには「基本的な問題が多く

簡単」とのことですが、さてどうでしょうか。

州によっては臨床のためには州の免許が必要で、

特にカリフォルニアの免許取得はASHAの資格

よりよほど大変だそうです。

(診療報酬)

米国の医療費が高いのは、もうこれまでのと

ころでおわかりでしょう。 STの診療報酬も日

本に比べて、またステーキ肉が l切れ85セント 

で買える米国の物価水準に比べて、かなり高価

です。

大学院のクリニックで学生が行なうものでも 
1セッション20ドルから。有資格者の場合は 10 

-15分の単価が20-35ドル程度。病歴聴取、家

族指導、評価会議や書類作成の時間も算定しま

すので、 1時間(実質45--50分)の 1セッショ

ンは100ドル見当になります。評価料は別途請

求する所もあります。

(対象疾患) 
STの対象となる疾患では、脳卒中がやはり

多数を占めますが、日本のように圧倒的多数と

いうほどではないようです。梗塞よりも動脈癒

が多い印象を受けました。日本ではお目にかか

らないものにコカインなど薬物中毒による脳卒

中があり、米国では珍しいものではありません。

心臓・瑞息発作による低酸素脳症、銃撃や交通

事故による頭部外傷、交通事故やアウトドアレ

ジャーによる頚・脊髄損傷 (Clの頚損もいま

す)・熱傷も米国のライフスタイルを象徴して

増加の一途をたと、っています。

多発性硬化症、パーキンソン病、筋萎縮性側

索硬化症、シストサルコイドーシスなどの神経

変性疾患も日本より割合が多いようでした。ワ

シントン州は多発性硬化症・筋萎縮性側索硬化

症の高発地帯だそうです。シストサルコイドー

シスはカリフォルニア州に多いのですが、それ

はメキシコなど中南米の豚脂に原因となるヴィー

ルスがおり、カリフォルニアには中南米居住経

験者が多いからです。ロサンジェルスの STは

シストサルコイドーシスの患者を見ると「中南

米に行ったことある?豚肉食べたでしょう」と

尋ねていました。

小児の疾患としては、 CP、精神発達遅滞は

日本と同様ですが、米国特有(あるいは日本で

は潜在化して表面に出ないだけかもしれません

が)のものに児童虐待があります。特にShaking 

Baby Syndromといって、乳児期に激しく揺す

られた赤ちゃんは微細脳損傷を起こし、いわゆ

る、フロッピー・インファント H の状態となり、

精神発達も重度に障害されています。

このような種々の患者に対して、 STはその

膜下障害、失語症、運動障害性構音障害、認知

障害(記情、注意、問題解決、情報処理、視覚

認知)、音声障害、吃音、機能的構音障害、発
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達障害にアプローチしていきます。右半球損傷

や頭部外傷患者に対する認知リハビリテーショ

ンが注目を集めていました O

【米国のリハビリテーション医療、障害者・老

齢者福祉制度の特徴】

米国のリハビリテーション医療ならびに障害

者・高齢者福祉制度の特徴をいくつか挙げてみ

ましょう。

実用機能面重視

米国のリハビリテーション医療は、徹底した

実用機能面重視です。

例えば患者の障害の重症度を評価するのに、

麻療の重症度尺度であるプルンストローム・ス

テージ (BrunstromStage)はほとんど用い

られなくなりました。それに代って装具や自助

具を用いてもある動作が自立できるか、または

どのくらいの介助を要すればできるのかといっ

た、 FIM(FunctionalIndependence Measure) 

と呼ばれる実用面に即した評価法が脚光を浴び

ています。装具、自助具などを用いて介助量を

減らせば、より自立度は増し、実用的に改善し

たと見なされます。

車椅子、装具、自助具、コミュニケーション

機器の配布や利用も、早期から行なわれ、発症

後 1カ月で退院する患者も、既に自分の車椅子

と装具を得て退院します。我が国では発症後 3
カ月以上経過し、障害が固定したと見なされな

いと福祉から装具や車椅子が支給されません。

米国では ICUにいる時点からこれらの補装具が

利用されます。 STに関しでも、カードボード・

単語ボードなどの簡単なものからコンピューター

を利用した高度なものまで各種のコミュニケー

ション機器が活用されていました。

選択肢の多さ、多様性の重視

米国のリハビリテーション制度では、患者の

重症度、家族の状況に合わせて、各種施設・サー

ビスが選択できるようになっています。また同

種の施設・サービス間でも交遇の便利さ・人種・

宗教・雰囲気など個人の状況・噌好に合わせて

自由に選択できます。我が国では、地方自治体

が運営する身体障害者福祉センタ一等での成人

デイケアや機能回復訓練は無料ですが、選択の

余地はありません。米国ではほとんどの施設で

利用者負担分がある代りに、多様性と自由度が

確保されています。つまり患者の種々の面での

多様性を考慮し、できるだけそれに応えられる

ように、多様で層の厚いサービスが、数量的に

も豊富に用意されています。

在宅支援制度の充実

欧米の入院期間が短いのは、よく知られてい

る事実です。しかしその背景にはGPC家庭医)

制度や訪問医療・介護サービスを始めとした在

宅支援制度の充実があることは、一般には案外

知られていないのではないでしょうか。

こうした医療面のサービスを「寝たきり」を

防ぐための仕組とすれば、更に進んで「閉じこ

もりきり」を防ぐための仕組が成人デイケアセ

ンターなどでしょう。これ以外にも、自立した

高齢者のためにはいつでも門戸が聞かれている

シニアセンターがあり、地域の高齢者はいつで

も立ち寄ってコーヒーを飲んでトランプやチェ

スをしています(写真 5)。時には血圧測定や

法律相談などの催しも聞かれます。米国では障

害者・障害者にとって「ソーシャライズ(社会

化)の機会を持つことが重要」という言葉を良

く耳にしました。社会化というと難しそうに聞

こえますが、友人の訪問を受けたり、買い物や

レストランに外食に行って rc家族以外の)人

との触れ合い」を指しているのです。

日本でも訪問医療・介護サービスなどの整備・

充実の必要性があるのは勿論ですが、それが寝

たきり、家に閉じこもりきりの障害者・高齢者

を産み出すことになってはなりません。在宅と

いう言葉が「家に閉じこもりきり」を表すもの

でないようするためには、「社会化」の確保も

並行して行なわなければなりません。障害者・

高齢者の行きたい所・行ける所は、まだ決して

十分ではありません。

人員確保とボランティア

日本では看護婦不足が叫ばれて久しいのです

が、米国では看護職員は不足していないそうで

す。看護婦という訳語が使えないほど、米国に

は男性看護職員に沢山会いました。ナース・プ

ラクティショナーといって看護の開業資格がで

きてから、更にこの傾向に拍車がかかったよう

ですO 米国では、一度社会に出てから大学・大

学院に入りなおす人を良く見かけますが看護職

員も同様で、以前は消防士だったという人にも

お目にかかりました。「消防士としては体力に 
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写真 5 シアトル対岸のキットサップ郡にあるシニアセンター。町のメインストリートに面してお

り、明るく入りやすい雰囲気。中にはピアノがおいてあり、図書コーナーもある。無料コー

ヒーサービスもありました。

自信がなくなった」と自分で言うとおり熟年の

彼ですが、「看護職員としてはまだまだやれる

さ」と意気盛んで頼もしい限りでした。

訪問看護は、病院より勤務時間が柔軟で家庭

を持つ人にも続けやすいと人気があります。介

護士・ホームヘルパーは、主に看護・薬科大学

など医療保健系の学生や30-50代の主婦が主力

です。看護職員より介護士・ホームヘルパーの

方が不足しがちですが、今その解決策として中

学・高校と提携して、料理・掃除などの家庭管

理、コミュニケーションの方法などを授業で教

え、アルバイトとしてホームヘルパーを養成し

ようという計画があります。このような授業・

仕事直結のカリキュラムは「学校から仕事へ」 

Cschool to work)と呼ばれ、青少年の非行防

止の一環として全国的に考えられています。マ

クドナルドで働くよりは社会貢献をしたという

ことで本人の経歴にもプラスになるし、生徒に

とってはボランティアよりは収入が得られるの

でありがたいということです。施設や患者も安

いコストで入手が確保できますが、未成年者な

ので、必ず成人の監督が必要です。

ボランティアも盛んで、各施設で多くのボラ

ンティアを見かけました。 PT・OTの学校の受

験資格には200時間以上のボランティア経験が

必須です。 8Tは必須ではありませんが、どの

学校でも施設でも、入学や就職の際ボランティ

ア経験があると明らかに有利です。学生だけで

なく、中・高齢者もボランティアとして病院・

ナーシングホーム・成人デイケアセンターを訪

れ、郵便物や見舞品の配達、新聞朗読、話し相

手などをつとめています。中には引退した心理

学者やコンサートピアニストなど、専門技能を

持った人も来ています。しかし彼らは本業のカ

ウンセリングやクラシックの大曲は現役に任せ

て、新聞を読んでディスカッショングループ

(床や政談という感じ)を聞いたり、民謡やポ

ピュラー音楽の小曲を弾いたりして、自らも楽

しんでいます。患者も年齢が近いので、色々話

も合うようです。

シカゴリハビリテーションセンターに勤務す

る日本人医師が「日本人はボランティアという

と国連ボランティアとか阪神大震災とか、非常

時だけと思っている人がまだまだ多いようです

ね。普段にもボランティアの活動場面はたくさ

んあるのに」と言われたのが印象的でした。

日本ではボランティア体験を内申書で評価する

かどうか議論になっています。シアトルの訪問

医療組織の幹部は「最初の動機は色々だけど、

実際に時間を割き、手を染めることが大切なの

よ。最初は打算でもやっているうちに目覚める

人が一人でもいればいい」と雷いました。 
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患者・家族のサポートグループ

米国では、患者・家族のサポートグループ活

動が大変盛んで、全国レベルのものからー施設

単位のものまで大小様々のものが各地に見られ

ます。サポートグループは日本風にいうと「友

の会」ですが、本来「同じ状況にいる人々が集

まって互いに援助し合うこと」です。ですから

患者・家族だけでなく、「配偶者を亡くした人」

といった社会的・精神的状況が同ーの人々のサ

ポートグループもあります。

米国の患者・家族のサポートグループの特徴

は、その活動がグ、ループ内部のみではなく、広

く一般社会に向けられているということです。

例えば多発性硬化症の会は、多発性硬化症とは

どんな病気か、いかに患者が苦しんでいるかと

いうことをテレビコマーシャルで訴えています。

アルツハイマーの会もテレビコマーシャルを打っ

ていて、 i(第二次世界大戦で)アメリカの自由

を守るために戦った英雄が今、アルツハイマー

で苦しんでいる」といった調子です。そして最

後にナンシー・レーガン夫人が登場し、夫と自

分がいかに「アルツハイマーの会」に助けられ

ているかを語ります。失語症者の会もパンフレッ

トを作って、コミュニケーションが不自由になっ

ていかに患者が困難を感じているか、どうした

らよりよいコミュニケーションを持つことがで

きるかを語りかけています。

彼らは何故、このように一般社会に向けて働

きかけるのでしょうか。これには様々の理由が

考えられます。まずその病気や障害を広く知ら

せることによって、多数の人の理解を得たいと

いうこと。心情的理解は勿論、現実的には保険

や寄付などの経済的理解、行政的理解への期待

も含んでいるでしょう。

そしてこれらの病気・障害が誰にでも起こり

得ることを強調しています。健康な人はたまた

ま今健康なだけで、いつ患者・障害者になるか

わかりません。

こうして一般社会に理解を得ておくことで、

患者・家族の日常がよりよいものとなります。

また行政に対して何かを要請する際にも、ただ

患者・家族の会が役所に陳情に行ったのでは一

般にとっては他人事で済まされがちですが、常

日頃から万人に起こり得る問題であることをア

ピールしておくとより大きな共感が得られ、成

功につながりやすいでしょう。障害者に対する

あらゆる差別の撤廃を謡った「障害を持つアメ

リカ人のための法律J (ADA)も地域の障害者

のサポートグループの要請から出発したもので

す。

患者・家族教育

患者の退院を速やかにするためには、その疾

病や障害について患者と家族の双方が正しい理

解を持つことが必要です。特に障害を残す疾病・

外傷の場合、日本では急性期の病院で患者・家

族に障害についての正確な説明がなされず、リ

ハビリテーションさえ受ければ元通りの身体・

機能にまで回復するという誤った期待を抱いて

リハビリテーション専門病院(病棟)に移って

くる患者を多く見ます。あるいは突然の発症で

患者・家族とも混乱したため、急性期には医師

の説明が十分理解されないことも多いでしょう。

そこで急性期から集中的リハビリテーションの

時期まで、あるいはそれ以降も、繰返し患者・

家族に疾病・障害について説明し、対処法を教

育していく必要があります。

米国では、インフォームドコンセントが徹底

しており、急性期から患者本人と家族に対して、

医師・ PT・OT.ST・ソーシャルワーカーから

疾病や障害についてかなり詳しく、突っ込んだ

説明がなされ、それについての対処法が協議さ

れます。リハビリテーション専門病院(病棟)

においても、患者・家族教育はより詳細に繰り

返されます。

例えば頭部外傷の患者・家族を集めたグルー

プを作り、頭部外傷の経過、頭部外傷によって

引き起こされる障害の種類とその対処法などを

医学的専門用語を交えながらかなり詳しく説明

し、更には本当に覚えたかどうかペーパーテス

トを行なうことさえあります。また覚えたとと

が病棟でも活かされるように、看護職員にも何

を学んだかが連絡され、実行できているかチェッ

クされます。

リハビリテーション専門病院(病棟)では、

家族の事情が許す限り原則的に面会時間の制限

はなく、訓練時も家族が付き添って訓練法・介

助法を訓練士から学びます。

寄付の習慣

米国では、成人デイケアセンターや病院以外

の外来リハビリテーションプログラムなどでは、 
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利用者に自己負担を要求しているところがあり

ます。公的基準よりもよりよいサービスを目指

しているわけですが、この自己負担分が払えな

い人はどうしたらよいでしょうか。また更によ

いサービスを目指すためには、利用者の自己負

担だけで十分でしょうか。

米国では、公立・私立を問わず各施設が多か

れ少なかれ寄付によって運営されていました。

治療用のプールや子供の遊具など有形のものか

らアルツハイマー患者のためのデイケアプログ

ラム、音楽療法士の雇用といった無形のものま

でその内容は様々でした。また直接その施設の

運営に関係するものばかりではなく、遊園地や

スーパーマーケットが各施設に無料入場券や買

い物券を配り、各施設がそれをレクリエーショ

ン療法での外出やクリスマスのプレゼントなど

に利用する、といったことも見られました。

全米から集められた寄付金を分配する組織も

あり、ユナイティッド・ウェイなどがこれにあ

たります。イースター・シールズという非営利

団体は、全米に約50カ所のリハビリテーション

施設を持つ大きな団体ですが、ある土曜日、日

本の24時間テレビのような形で一つのチャンネ

ルを一日借り切り、もっと多くの患者がより長

くリハビリテーションを受けられるようにと寄

付を募っていました。センチュリー21やアムウェ

イ、コカコーラ、東芝といった大企業から一軒

のレストラン、個人に至るまで次々と寄付が寄

せられていました。

毎週日曜日に教会に行く人はまだ多いのです

が、教会ではその教団が経営する病院や地域の

障害者のために、集会の最後に必ずと言ってい

いほど寄付を集めるそうです。

なぜ彼らはこのようによく寄付をするのでしょ

うか。寄付をするとその分税金が控除されると

いうことが、最も直接的な動機でしょう。また

こ大政党制で、大統領の基盤政党が変わると上

級公務員まで変わり、政策が大転換するため、

政府予算のみに頼っているとかえって安定経営

ができなくなってしまうといった事情もありま

しょう。しかし根底には助け合いの精神、社会

奉仕や利益の社会還元の思想があるようです。

米国国税局の規定によると、企業は利益の 5
%まで慈善団体に寄付できることになっていま

す。逆に利益をあげているのに寄付をしない企

業は、社会的に厳しく非難されます。自社の損

得だけでなく、広く社会の需要を見回す目が要

求されるのです。近年日本企業も盛んに米国進

出を行なっていますが、担当者が 2-3年で目

まぐるしく交替するためこうした現地の社会慣

習・経営哲学がなかなか定着しないと嘆かれて

います。それでも上記東芝のように、日本企業

もしだいに教育関係などに寄付をするようになっ

てきました。園内でもこうした利益の社会還元

に熱心になって欲しいものですね。

各個人に聞いてみても、余裕があれば寄付を

したいと答える米国人がたくさんいます。大部

分が医療・福祉職員だったせいもありますが、

私の周囲の日本の医療・福祉職員に比べてもそ

の意向は高いようです。彼らが言うには「税金

は何に使われるか指定できないが、寄付は少な

くとも自分で用途を限定できる」ところが魅力

のようです。

リハビりテーション医療の普及・均質化

見学した全ての病院・ナーシングホームで、 

PT・OT・STが行なわれていました。また臨床

心理土や、ノーシャルワーカーも病院には全て配

属されていました。施設の種類によって、更に

レクリエーション療法士、職業リハビリテーショ

ンなどが置かれていました。そこで早期に病院

を退院しでも、その後も様々な施設でリハビリ

テーションを継続することが容易にできること

がわかりました。

日本では、リハビリテーションを行なってい

る病院・施設がまだ少数なのに加え、その内容

はすこぶる不均質で、 PTのみしかいない施設、 

PT・STのみ、あるいは PT・OTのみとぱらぱ

らです。

礁下障害を例にとると、少しでも誤礁の疑い

があれば鴨下透視検査を行ない集中的鴫下訓練

が可能な病院もある一方、誤礁性肺炎の発熱に

長く苦しんでいる患者さんもいるのです。

シアトルの外来プログラムで出会ったポール

は在日 17年間、昨年九j十|の女子大で教授をして

いる時に頭部外傷になりました。日本人の奥さ

んは食べるのが下手になったと気づいて看護婦

さんに尋ねたのですが「食べないと良くなりま

せんからむせてもどんどん食べさせなさい」と

いうばかり。発熱が続きましたが、主治医は

「原因不明」と首をひねっていたそうです。友 
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人を頼ってシアトルの病院に入院すると、直後

に鴨下透視の結果silentaspiration (むせの無

い誤暁)が発見されました。「日本には透視検

査は無いんですか」と言われて、私は困惑し恥

ずかしく思いました。日本で入院されていた総

合病院は、たまたま医療事故問題で私も名前を

聞いたことのある病院でしたが、こと鴨下に関

してはこの病院が決して例外ではない日本の実

情があるからです。ただこの総合病院には ST

がいなかったというのがまだしも言い訳になる

か、とも思いましたが、顧みればSTが不足し

ている原因の一つに資格問題があることから、

このポールと奥さんの苦しみに責任が無いと言

い切れる日本のSTはいないでしょう。いやポー 

lレはアメリカで治療を受けられたからまだいい

として、今なお、あの総合病院で、そして他の

沢山の病院でも同様に苦しんでいる患者さんは

多いのでしょう。

シアトルのある病院で、日本の呼吸器内科の

大学教授と一緒に研修することになりました。

一緒にカルテを見ていて先生やおら 1γ と

ある箇所を指さし「これは何のことですか」と

質問なさいました。それまで説明していた看護

職員は呆然とするし、私はなぜかまた非常に恥

ずかしい気持ちになりました。上記のポールと

この教授の話が、この研修中の 2大「恥の記憶」

です。

診療材料の充実・商品化 
STの用いる診療材料の内容は日本で私たち

が作成しているものとほぼ同様ですが、米国で

はより多様な診療材料が何種類も市販されてお

り、 STが個人で診療材料を作成する必要はほ

とんどありません。小学生用のワークブックを

転用するのと違って、成人相応の内容で実用的

です。例えば、単に計算練習をするというのは

稀で、小切手帳の記入練習になっているものを

使います。訓練用のコンピ A ーターソフトも多

種類あり、失語症対象のものばかりでなく記憶

障害用のものは私もけっこう楽しめました。こ

の面でもサービスの均質化が図られています。

私が診療材料を自作すると言うと、「訓練と同

くらい時聞がかかるでしょう」と同情されまし

た。しかも日本の保険制度では、この診療準備

のための時間は算定されないので、各STの個

人的篤志に依存しています。ひいては各施設・

各STによって臨床内容の格差を助長している

ことになります。 
PT・OTの診療材料・装具・車椅子も実にバ

ラエティに富んだものが市販されていました。

住宅・道路事情

車椅子を給付しでも家屋内にすら段差が細か

く見られ間口が狭い日本家屋では、大幅な改造

が必要な場合が多いのですが、もともとフラッ

トな床で、集合住宅でさえ間口の大きい米国の

住宅は、車椅子のためにそれほど大規模な改造

を要しません。ごく普通の民間集合住宅でも、

駐車場に移動しやすい住戸を「身障者用」に設

けているところもよく見ました。適格者がいな

い場合は、健常者も居住可能です。スーパーマー

ケットなど少し大きな駐車場には身障者用ロッ

トが設けられ、ここは健常者使用禁止です。公

共建築物は必ず車椅子で利用可能であるように

義務付けられています。米国も高齢化社会を迎

え、若年の不患の事故による障害者に加えて、

病気や加齢の為の高齢障害者が糊口しています。

言い換えれば、全ての人が将来的には何らかの

障害を持つことになるのです。このような状況

において、車椅子に対応して道路、建物などを

改築することほ、行政にとっても企業にとって

も、海岸を埋め立てて脆弱地盤の上にビルを建

てるより、最も確実な投資と言えましょう。こ

うしたリハビリテーション機器や障害者への配

慮の充実・普及は、リハビリテーションの概念

の普及を象徴しているようでした。

アメ υカ人患者気質:地域に出すリハビリテー

ション・地域に出て行く障害者

米国の入院期間は日本に比べて非常に短いの

ですが、患者自身も、日本の患者に比べて早く

家に帰りたがっているようです。入院費が高い

という経済的事情の他に、一種の団体生活でプ

ライパシーのない入院生活には耐え難いものが

あるようです。米国の病院では各部屋にトイレ

があり、公立病院にさえ個人用の電話がベッド

サイドに備え付けてありました。しかしなお自

宅に帰って好きなものを食べ、マイペースの生

活をして安心したいとの願望が強いのです。

一方日本では、少しでも長く入院させておい

てくれと頼む患者をしばしば見かけます。十分

回復して退院するのに、そして外来通院でフォ

ローアップされるにもかかわらず、 i(病院から) 
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追い出されたJと表現する患者が少なくありま

せん。注目すべきことにこれは日本国内だけの

傾向ではなく、米国の施設・病院で日系も含め

てアジア系は退院を喜ばないという話を何回か

聞きました。またアジア系の患者は、日常生活

動作が自分でできるようになって喜ぶというよ

りは、いつまでも病人気分が抜けず人に世話し

てもらうのを当然と考えているそうです。また

患者の世話をするために嫁や娘、あるいは孫が

仕事をやめるというアジア系の「習慣jは米国

のソーシャルワーカーたちには奇異に映るよう

でした。

なぜ彼らはいつまでも病人気分なのでしょう

か。或る韓国系患者は、半身麻療の体では教会

や韓国系の会に出かけた時に「恥ず、かしい」と

言いました。これは非アジア系アメリカ人から

は決して聞かれない言葉です。と同時に、日本

では患者から非常に頻繁にこの言葉を聞きます。

機能的に外出できない、会に出られないのでは

なくて、「障害者」になってしまった自分が恥

ずかしいのだというのです。

日本でも「病気になってしまったのは、健康

管理ができなかった自分の失敗である」という

ことをいう患者をよく見かけます。また周囲の

人も同様の考え方に立っている場合が多いよう

です。このような考え方は特に脳血管障害患者

に多く見られますが、実際は食生活などの生活

習慣に加えて、脳血管の奇形や体質によって発

症するのは御存知でしょう。同様の生活をして

いても、ある人はガンになり、ある人は脳梗塞、

そしてある人は心臓病になったりするわけです。

そしてそのうちのある人々が、たまたま幸運に

も障害を残さない疾病になったり、外見から解

らない程度の軽い障害であったりします。障害

を持つようになったのは、決して本人の責任で

はないという当たり前のことが患者・家族にも、

驚いたことに日本では医療職員の聞でさえも本

当に理解されてはいません。博士号まで持ちな

がら「病気になるのは、因縁H なのよ jと因果

応報思想を語る医師も知っています。そこで障

害を恥じる気持ちから、自分も周囲もまだ病人

であるとの意識が強くなるのでしょう。そして

障害を身体的に克服できないのは、障害の重症

度のためではなくて、障害者自身の努力が足り

ないためだと考える人がまだまだ多いようです。

米国の場合も、例えば「よだれが出るので外

食したくな L、」、「パーティーにも行きたくない」

といったことをいう人も、特に高齢の障害者に

はたくさんいます。しかし一方では非常に重い

障害を持ちながら、急性期からどんどん繁華街

に出かけている患者の姿をしばしば目にします。

これは交通機関や公共建築物などハード面の整

備によるところも大きいでしょうが、「鶏と卵」

の関係で、病院や成人デイケアセンターが働き

かけて患者・家族をどんどん地域に出すことに

よって環境整備もより促進されています。こう

して患者が施設や自宅の外に出てくることで、

地域も障害者を受け入れる準備ができていくの

です。

また臨床心理士・ソーシャルワーカー・看護

職員は、患者・家族双方に頻回にカウンセリン

グを行なっています。単に介護の仕方や経済問

題だけでなく、障害を持つことによって生じる

家庭内での役割の変化から性生活に至るまで、

必要に応じてきめ細かく相談を受けます。患者

が訓練を受けている問、家族は心理士からカウ

ンセリングを受けているといったことも珍しく

ありません。

こうして精神的にも環境的にも、障害者が病

院・施設から出て家庭・地域に帰る準備をして

いるのです。

【おわりに】

沢山の親切な人に出会い、今まで知らなかっ

た米国の一面に触れた研修でした。私の選んだ

テーマは「米国における医療と福祉の連携」で

したが、米国では医療と福祉が日本ほど縦割行

政になっておらず、混然一体の印象を受けまし 

fこO

出発前、私の米国の医療・福祉制度に対する

イメージはイギリスや北欧諸国に比べて明確で

はありませんでした。「アメリカでは(どんな

医療やサービスを受けられるかは)金次第です

よ」とか「アメリカの医療・福祉制度なんか大

雑把だよ」とアドバイスして下さる方もいらっ

しゃいまし fこ。

しかしアメリカで病院やそれ以外の場所で多

彩なリハビリテーションが行なわれているのを

知り、積極的な障害者のライフスタイルを見聞

きして、またサポートグループや病院・保険会 
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社のテレビコマーシャルから、文献だけでは決

して知り得なかったものを学べたと思います。

シカゴ、のユダヤ系高齢者協会で日本の現状を

つい漏らしたら「どうして日本に住んでいるの。

シカゴに来なさい。ここには地震もないし(ア

メリカでは皆、阪神大震災と東京神経ガス・ア

タック(地下鉄サリン事件)の心配をしてくれ

ました)。うちはユダヤ系以外でも受け入れて

いるから、あなたの両親でも夫の両親でも面倒

見るわよjと申し出られ、その鷹揚さに感じ入

りました。当時は1ドル=80円の円高のせいも

あり、日本は金持ちあるという報道が内外共に

ありましたが、この社会資源の豊かさに裏打ち

された精神の豊さには、ちょっとかなわない気

がしました。

シアトルのSTの一人は「僕たちだって10年

前は随分ひどい状況だった。やっとここまで来

たんだ。日本もSTの数が増えているというし、� 

10年後にはずっといい状況になっているよ」と

励ましてくれました。

米国は、確かにさまざまな問題を抱えた国で

す。しかし障害者・高齢者が、つまり近い将来

の私たちが、せめて米国並の積極的な生活を送

れるようになるには、� STとして、リハビリテー

ションに携わる職員として、まだまだ沢山の仕

事がありそうです。

(文献)

1)中野善達(米国)[""リハビリテーション

法修正(1992年)Jについて.筑波大学リハビ

リテーション研究，� 3 (1)， 69-73，1994. 

(付録)

【訪問先】� 

1.総合病院 

1)聖心(セイクレッドハート)医療センター 

(Sacred Heart Medical Center、ワシン

トン州スポケーン郡スポケーン)� 

2)ハーパービュー医療センター� (Harbor-

view Medical Center、ワシントン州キング

郡シアトル)� 

3 )ワシントン大学医療センター(TheUniver-

sity of Washington Medical Center、ワシ

ントン州キング郡シアトル)� 

2.集中的リハビリテーション病院� 

1)ランチョ・ロス・アミーゴス医療センター 

(Rancho Los Amigos Medical Center、
カリフォルニア州ロサンゼルス君Fダウニー)� 

2 	)シカゴ・リハビリテーションセンター 

(Rehabilitation Institute of Chicago 、イ

リノイ州クック郡シカゴ)� 

3)聖路加(セントノレークス)リハビリテーショ

ンセンター� CSt.Luke's Rehabilitation In-

stitute、ワシントン州スポケーン君日スポケー

ン)� 

3.長期的� Csubacute)リハビリテーション病

院

1)聖路加(セントルークス)リハビリテーショ

ンセンター� CSt.Luke's Rehabilitation In-

stitute、ワシントン州スポケーン郡スポケー

ン)� 

2 	)マウント・セント・ビンセント(Provi-

dence Mount St. Vincent、ワシントン州キ

ング郡シアトル)� 

3 )シナガス神経医学リハビリテーションセン

ター� (SynergosNeurolo・MedicalRehabil-

itation Centerワシントン介|キング郡シア

トjレ)

4)ケルシークリーク・ケアセンター	 (The 

Care Center at Kelsey Cre唱k、ワシントン

州キング郡ベノレビュー)� 

4.病院以外の外来リハビりテーション・プロ

グラム� 

1)エパーグリーン脳損傷者社会復帰センター 

(Evergreen Head Injury Re-Entry Center、
ワシントン州キング郡カークランド)� 

2)マウント・セント・ビンセント・アライズ・

プログラム� (ProvidenceMount St. Vincent、

ワシントン州キング郡シアト� jレ)� 

3 )グリーンマウンテン・リハビリテーション

センター� (GreemMountain Rehabilitation 

Center、ワシントン州キットサップ郡ポ jレス

ボ)� 

5.成人デイケアセンター

1)ユダヤ系高齢者協会・成人デイケア・セン

ター� (Councilfor Jewish Elderly Adult 
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Day Care Center、イリノイ州クック郡エパ

ンストン)� 

2)シカゴ日系定住者会・成人デイケアセンター� 

(Japanese American Service Center、
イリノイ州クック郡シカゴ)� 

3 )成人デイケアセンター「心会J( Kokoro 
kai、ワシントン州キング郡シアトル)� 

4)マウント・セント・ピンセント成人デイケ

アセンター� (ProvidenceMount St.Vincent、

ワシントン州キング郡シアトル)� 

5)グリーンマウンテン・リハビリテーション

センター� (GreemMountain Rehabilitation 

Center、ワシントン州キットサップ郡ポルス

ボ)� 

6)エルダリーヘルス・ノースウエスト(北西

部高齢者保健)(Elderly Hea1th Northwest、

ワシントン州キング郡シアトル)� 

6. ナーシングホーム� 

1)ヒルへブン・スキルドナーシング・ファシ

リティ� (HillhavenSki1led Nursing Facility、
カリフォルニア州サンフランシスコ郡)� 

2 	)リーノイーマン・ナーシングホーム (Coun-

cil for Jewish Elderly Lieberman Geriatr 

ic Health Center、イリノイ州クック君日スコー

キー)� 

3 )聖路加(セントルークス)リハビリテーショ

ンセンター� (St.Luke's Rehabilitation In-

stitute，ワシントン州スポケーン郡スポケー

ン〉

4)ナーシングホーム「敬老 J( Keiro、ワシ

ントン州キング君Fシアトル)� 

5 	)ケルシークリーク・ケアセンター (The 

Care Center at Kelsey Creek、ワシントン

ナト|キング君日ベルピュー)� 

6 )マウント・セント・ビンセント(Provi-

dence Mount St. Vincent、ワシントン州キ

ング郡シアトル)

7)ノース・ウッズ・ロッジ	 (Northwoods 

Lodge、ワシントン州キットサップ郡シルパ

デール)� 

7. 自立高齢者アパート

1)ユダヤ系高齢者協会高齢者アパート (COUIト� 

cil for Jewish Elderly、イリノイ州クック

郡シカゴ)� 

2 	)マウント・セント・ビンセント(Provi-

dence Mount St. Vincent、ワシントン州キ

ング郡シアトル)� 

3 	)クリアフ'ルック・イン・生活センター 

(Cleabrook Inn Living Center、ワシント

ン州キットサップ郡シルパデール)� 

8.軽介助高齢者アパート� 

1	)ユダヤ系高齢者協会・グループホーム 

(Council for Jewish Elderly Group Home、
イリノイ州クック君日スコーキー)� 

2 	)マウント・セント・ビンセント(Provi-

dence Mount St. Vincent、ワシントンチト|キ

ング郡シアトル)� 

3 )クリアフツレック・イン・生活センター 

(Cleabrook Inn Living Center、ワシント

ン州キットサップ郡シルパデール)� 

9.訪問医療サービス

1)ノパケア	 (Nova Care，Inc.、イリノイ州


クック郡メイウッド)
 

2 )地域精神保健協会高齢者サービス部門 

(Community Mental Hea1th、ワシントン

州スポケーン郡スポケーン)� 

3)北西部訪問看護協会� (VisitingNursing 

Services of the Northwest、ワシントン州

キング郡シアトル)� 

10. 福祉団体

1)ユダヤ系高齢者協会 (Councilfor Jewish 

Elderly、イリノイ州クック郡シカゴ)� 

2 )シカゴ日系定住者会 (JapaneseAmerican 

Service Center、イリノイ州クック郡シカゴ)� 

3)シアトル日系人協会� (Nikkei Concerns 

Seattle、ワシントン州キング君日シアト� Jレ)� 

11. 大学

1)ワシントン州立大学言語病理学科修士課程 

(Washington State U niversity Depart-

ment of Speech & Hearing Sciences、ワシ

ントン州スポケーン郡スポケーン)� 

2	)ワシントン州立大学保健政策・管理学科博

士課程� (Washington State University 

Department of Hea1th Policy and Admin-
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istration、ワシントン州スポケーン郡スポ

ケーン)� 

3 )ワシントン大学言語病理学修士課程 

CUniversity of Washington Department 

of Speech & Hearing Sciences、ワシント

ン州キング郡シアトル)

コメント:

米国の� ST事情に関する最新の報告である。

出発前に、研修への意欲的な取り組みについて

お話を伺う機会があった。入院期聞が短いとい

う米国で、なぜ早期在宅化が可能なのか、それ

を支える医療と福祉のシステムは、実際にどの

ように機能しているのか。本報告は、こうした

間L、かけに対して、リハビリテーションの現場

から、具体的な答えを示してくれている。個々

のSTの機能訓練だけでなく、リハビリテーショ

ン・システムや社会的背景にまで、踏み込んだ点

に、筆者の独自性がある。研修が生き生きと実

り多いものであったことを喜ぶとともに、日本

のSTの現状と今後を考えるときの視点のーっ

として、筆者の経験を生かしていきたいもので

ある。

(国際局長倉内紀子)
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