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身体機能の急低下を想定 その時の相談は 
～脳卒中患者・家族の生活課題に関する調査を踏まえて(1)～ 
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予期せぬことも起こるのが人生である。自身や家族の誰かが非常に重い傷病にかか

って、現実を受け容れ難い状況となり、そこから生活を立て直す局面に直面すること

もある。例えば、脳卒中や大動脈解離、災害事故等で突如、後遺症障害を抱え生きる

場合だ。一命を取り留めたとしても、身体機能は著しく低下する。入院治療を受けて

も障害が残る場合は、神経細胞が再生しないことから格段の機能回復は見込めないま

ま退院することになる。そこからの生活で障害の現実を突きつけられ、家族をはじめ

周囲とともに、後遺症障害から派生する様々な問題と向き合うことになる。一口に生

活を立て直すと言っても、並大抵なレベルではない。まさに暗中模索の開始であり、

焦燥感にも駆られる局面だ。そのような局面で患者・家族が生活を立て直すための様々

な支援を求める相談は、どこで、どのようにすればよいのだろうか。 

一方、団塊の世代が75歳以上となる2025年を控え、医療や介護ニーズのさらなる増

大が見込まれる中、厚生労働省は2025年を目途に地域包括ケアシステムの構築を推進

している。高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的に、可能な限り住み慣れた地

域で、自分らしい暮らしを続けるために、住まい・医療・介護・予防・生活の支援・

サービスが包括的に提供される体制が重要とされる。 

では現時点では、患者や高齢者など、これらのサービスを必要とする人々にとって、

どれほど迄に十分な支援を得る体制が整備されているのだろうか。そこで、医療・介

護・予防・生活等の支援を必要とする典型的な疾患「脳卒中」の患者・家族に着目し、

脳卒中患者・家族の抱える困りごと等について調査した。本稿では、第一生命経済研

究所が実施した「脳卒中患者・家族の生活課題に関する調査」*1の結果から、脳卒中経

験者の日常生活での困りごとは何が多いのか、また、どこを主な相談先としているの

かという状況を踏まえ、相談対応の方向性を考察する。 

 

＜日常生活で、どのようなことに困っているのか＞ 

脳卒中に罹患すると、罹患者の6割が何らかの後遺症を抱え、日常生活で苦慮するよ

うになるという。その脳卒中患者・家族が日常生活をするうえでの困りごととして、

問題を身体的、精神的、経済的、社会参加上に分類して、それぞれ4段階の主観的尺度

で困窮度についてたずねたところ、図表1*2のような結果が得られた。 
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「たいへん困っている」「困ってい

る」とした回答割合が最も高かったの

は、身体的な困りごとであった（35％）。

調査では脳卒中経験者の約65％の人に

障害が残り、内訳は痙縮（手足のつっぱ

り等）7割、感覚障害4割、失語3割、構

音障害3割、その他の順に多かった（図

表省略）。 

様々な症状がもたらす後遺症障害は

数十年の経過の中で変化することが知られており、患者・家族にとっては状態に応じ

て生活上の困りごとも変化することに留意しておきたい。 

また、「最も困っていることは何か」という問いに対する自由回答では、図表2のよ

うな回答が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族側としては、介護や世話のため、日常の自由な活動が制限されること、患者本

人側は身体機能の低下が精神面をはじめ多方面に影響していること、また家族・患者

本人の共有の問題として、経済面や社会参加への不安など、払拭できない不安に関す

る回答が多く得られた。 

 

＜誰が頼りで、どこに相談するのか＞  

前述の不安を軽減するためにも、相談が生活の大きな支えとなる。その相談先と

なる支援者は誰なのかを確認したのが（図表3）である*3。家族等とした回答者が最

図表2 最も困っていること（一部抜粋） 

 

図表1 困りごと分類別困窮度割合 

n=174 
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も多く、次いで医師、ケアマネジャーと続く。日常での接点が多い専門家が相談の拠

り所となっている。 

一方で、身近で相談できる人は「いない」

とした回答者が2割弱いた。核家族化の進

展や進学・転勤等に伴う単身生活の受け入

れ、独居の増加など生活スタイルが多様化

する中で、将来、自身が相談する人がいな

い事態になることも想定の範囲にいれる

べきではないだろうか。 

視点を変えて、身近な相談機関（窓口）

について見てみる。相談機関（窓口）は、担当者の入れ替わりがあっても、組織とし

て機能し続ける存在として、利用者に安心をもたらす。相談機関（窓口）としては、

医療分野であれば病院やクリニック、介護分野では地域包括支援センターや介護施設

といった認知度が高い相談機関（窓口）中心となっている（図表4）*4。 

一般市民には認知度は低いが対象者に

は非常に有用な専門性を発揮し特定の役

割を担う相談機関がある。例えば高次脳機

能障害・情報支援センターや障害者総合相

談支援センター等があり、他にも多様な相

談機関が存在している。しかし、それらの

専門相談窓口の案内が、患者・家族に必要

に応じて確実になされるのか、また、案内

されずとも患者・家族がそれらの相談機関

を主体的に活用できるのか、それが懸念の一つである。 

さらに視点を変えて、公共の相談機関（窓口）の相談支援の質はどのようなもので

あろうか。相談機関である限りは、患者や家族が納得できる相談が実践されることが

が肝要であると思われる。このことが、行政への信頼、住み続ける安心に繋がるから

だ。 

そこで相談の質として、気軽に利用できるかといった「利用のしやすさ」の側面と

「内容に対する納得度」の側面から相談機関別にみた結果が図表5*5になる。 

表記以外にも様々な公共の相談窓口がある。しかし、全ての相談窓口が必要になる

わけではないし、これまでに拡充し、細分化されてきた支援窓口が全て案内されるわ

けでもない。 

また、相談の受止めや関連する支援・サービス案内等の対応はどの窓口も一律とは

言い切れず、専門職である有資格者によっても、その技量に多少なりともバラツキが

あることも事実である。支援やサービスを受ける際には、機関によっても、また同一

図表3 身近で相談できる人 

 

図表4 身近な相談機関（窓口）
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機関であっても担当者によっても必ずしも同じではないことも心得ておきたい。 

医療・介護・福祉におけるサービスが専門化、細分化された今日、組織の再編・連

携を含めた支援側による提供体制の整備が求められている。一方で、相談する側には

現実問題として、後悔しないような選択を自身で決定する重要性と必要性が高まって

きているとも言える。 

 

＜多くの専門職が関与する医療・介護・福祉の支援・サービス＞ 

高齢者や要介護者、障害者も安心して暮らしを続けるためには、医療・介護・福祉

分野の支援・サービスが総合的に求められる。この側面においては切れ目のないサー

ビス提供の観点から、分野を超えて多様な専門職の円滑な連携が重要とされている。

また、医療分野においては医療の質を高

めるとともに、効率的な医療サービスを

提供するために、それぞれの専門職で編

成されるチームで対応にあたる多職種連

携が推奨されている（図表6）。 

しかし、それらの専門職の同一人物が

一貫して支援を継続する体制にはなって

いない。なぜなら、現行の体制は診療や介

護が必要となる長い期間において、患者・

家族は、医療機関や施設の転院・変更を余

儀なくされることがあり、その都度、担当

者が入れ替わるからだ。入れ替わる際に

図表5 相談機関の利用しやすさ、納得度 

 
 

 

 

図表6 多職種が関わる医療・介護

 
資料：チーム医療推進協議会 
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は、単なる情報連携だけでは伝わらない情報として患者・家族の生活状況の経緯・変

化等、ニュアンスは伝わりにくい。多職種が患者の生活を支えるという職業使命を果

たすためにそれらを確認する必要があり、患者・家族は同じ内容を別々の担当者に幾

度も説明する場面に置かれるといったことも稀ではない。また患者・家族は多くの専

門職それぞれから、指導・助言を受けることになり、総合的な判断・選択に迷うこと

も少なくない。わからないので「お任せする」といった、全面的に依存する状況に陥

りかねない実情もある。 

 

＜相談窓口の連携先・ネットワークにも留意を＞ 

加齢とともに、やがてお世話になる可能性が高くなる地域包括ケアシステムである

が、その体制構築が今、身近な地域で進んでいる。私たちが高齢になり、急に要介護

状態になったり障害を抱えたりした場合でも、居住地で多様な専門性の高い支援が受

けられることが大切である。そのための相談体制は重要であり、その整備も推進され

ている。 

非常に重い傷病にかかり、現実を受け容れ難い状況となった場合の当事者の求める

相談は、問題が専門的、複合的であり単一の専門性、単一の窓口だけでは解決への道

筋が見えず、十分に納得できないことが多い。 

こうした中で生活者としては、その環境変化に関心をもって、仮想行動をしてみる

ことも自身の生活を守るという観点から、重要であると考えられる。いざという時を

想定し、相談窓口をたずねるシミュレーションをしておきたい。例えば、重篤な傷病

に罹ったとしたなら、どこに赴き何を相談すべきなのか、災害時訓練同様とまでは言

わないが、シミュレーションを行い確認しておくことが重要ではないかと考えられる。 

専門分化と機能分化が進む一方で、適切な専門支援サービスを包括的に安心して享

受できることが望まれている。支援の「専門分化・高度化」と「包括化・総合化」と

のバランス・調和が進むことを期待したい。医療、介護、福祉等、複数の分野に関わ

るサービスを得るための相談体制は、人の生存機能と生活機能を支える基盤であり、

とりわけ重要と言えるだろう。 

非常に重い傷病に罹るかもしれない自身・家族としては、人生の質を左右する大事

な選択局面で、大切な人の選択を後悔しない、後悔させたくないところだ。そのため

にいざという時の見通しを立てておく、時折、支援利用の確認をしておくことも大事

なことであろう。真に困窮する曲面を想定した場合、より良い支援を選択するために

は、予めそのことを想定して支援を得るための相談ルートを専門分野・担当ごとに確

保・確認しておくことが望まれる。 

行政には医療・介護の保険者としても、その支援・サービスをマネジメントし、住

民の生活を守る責務がある。そのため、包括的な支援体制を構築すべく、支援・サー

ビスの提供主体者間での情報の共有、連携・協働への取組みも活発になると予測され
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る。こうした動向も踏まえ生活者としては、相談する窓口がどの専門窓口と連携して

いるのか、そのネットワークにも留意したい。その窓口の連携先が拡充していれば効

率的に包括的な支援の確保につなげられるからだ。 

包括的な相談の支援が得にくい現状を受けて、地域ごとに新たな支援体制づくりが

進められており、その進展の拡がりに期待を寄せつつ、その動向を注視していきたい。 

 

（ライフデザイン研究部 ごとう ひろし） 

 

【注釈】 

*1 ＜調査概要＞ 

目的：脳卒中患者・家族の抱える生活課題（困りごと）に対する相談の現状（各種相談

先の活用状況と相談支援制度・運営全体の課題）を明らかにする。その上で、生

活者の社会参加・包摂的社会の実現の観点から生活者の支援・サービス利活用力

の向上にむけて相談支援体制の方向性を探る。 

概要：脳卒中患者の抱える障害、困りごと（生活課題）、医療・介護・福祉の支援・サー

ビスの利用状況、相談できる身近な人・機関（相談窓口）、必要情報の主な入手先、

就労支援状況等について調査 

対象：脳卒中経験者（脳梗塞、脳出血、くも膜下出血）およびその家族 

方法：WEB 調査 

時期：2020年12月11～13日 

 
*2 

図表1 

Q: 以下の困りごとの困り度合についてあてはまるものをお選びください。 

(それぞれひとつずつ) 

・身体機能に関する困りごと 

・精神的なことに関する困りごと 

・経済的な支援に関する困りごと 

・社会参加に関する困りごと（就労、趣味・サークル、外出等） 

A: 「1.たいへん困っている」「2.困っている」「3.やや困っている」「4.困っていない」 
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 ＊本人が死亡しているため「困っていない」とした回答者（ｎ=26）を除いた 

 

*3 

図表3 

Q: 困りごとについて、身近で相談できる人は誰ですか。(複数回答)  

A: 

 

 

1家族(親族) 2友人(患者) 3友人(患者以外) 4医師(かかりつけ医等) 5看護師 

6保健師 7ケアマネジャー 8療法士(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士) 

9薬剤師(かかりつけ薬局等) 10民生委員 11その他(ホームヘルパー等) 12いない 

*4 

図表4 

Q: 困りごとについて、身近で相談できる専門家のいる機関・相談窓口はどこですか。 

（複数回答） 

A: 1病院 2クリニック（診療所） 3保健所・保健センター 4自治体窓口(役所) 5地域包

括支援センター 6介護施設 7地域活動支援センター 8相談支援事業所 9福祉事務所 

10精神福祉保健センター(こころの健康相談) 11障害者総合相談支援センター 12高

次脳機能障害情報・支援センター 13身体障害者福祉センター 14自立相談支援機関 

15患者団体・サークル 16その他 17ない 

*5 

図表5 

Q: 相談窓口は相談しやすいですか。利用したことのある相談窓口のみについて、お答え

ください。(それぞれひとつずつ) 

A: 「1.とても相談しやすい」「2.相談しやすい」「3.相談しにくい」「4.とても相談しにく

い」 

Q: 相談窓口の対応・助言等の内容についての納得度合はどの程度ですか。(それぞれひと

つずつ) 

A: 「1.とても納得できる」「2.納得できる」「3.納得できない」「4.とても納得できない」 

＜相談窓口＞ 

１病院 2クリニック（診療所） 3保健所・保健センター 4自治体窓口(役所) 5地域包括支

援センター 6介護施設 7地域障害者職業センター 8相談支援事業所 9福祉事務所 10精神

福祉保健センター(こころの健康相談) 11障害者総合相談支援センター 12高次脳機能障害

情報・支援センター 13身体障害者福祉センター 14自立相談支援機関 15患者団体・サーク

ル 16その他 17ない 

 

 


