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 精神障害者対象のホームヘルプのこれからのあり方 
 

＊精神障害者対応のヘルパー養成研修があった 

 

茨精研・ICCAMは、2001 年度に日本社会福祉弘済会より助成を

受け、「精神障害者の生活支援に関するホームヘルパーの研修課

題と意義」をテーマとする研修会を企画・開催しました。さらに、

研修会後に意識調査を行い、ホームヘルパー（以下「ヘルパー」）

が精神障害者に抱いている問題点を明らかにしました。この調査

結果を踏まえて、「精神障害者対応ホームヘルプマニュアル」を

作成しました。 

2002年より、ようやく精神障害者への「居宅介護事業」が開始され、精神障害者に

対応するために、精神障害者対応のヘルパー養成研修（以下「養成研修」）の受講が

義務づけられました。しかし、おかしなことに、身体障害者、知的障害者、精神障害

者を対象とする障害者自立支援法施行の 2006 年に、この養成研修受講の要件をなく

してしまいました。ヘルパーが障害特性を理解しているか否かで援助の内容が変わり

ます。精神障害者に対する差別・偏見の助長を懸念し、私たちは、先に述べた「マニ

ュアル」をテキストにして、精神障害者対応のホームヘルプ研修会を受講希望者がい

なくなるまで継続しました。その内容は、次のとおりです。 
 
 

  

 

「精神障害者ホームヘルパー講習会」の内容・目的 

 

1） 精神障害者に関する行政施策（1時間）  

精神障害者の居宅生活援助に役立つ制度及びサービスを中心にその種類、内容、役割につい

て理解する。 

2） 精神障害者に関する基礎知識（2時間）  

① ホームヘルパーがその業務において直面するレベルを中心とした精神障害者の障害特性
について理解を深める。 

② 業務において直面する頻度の高い統合失調症について理解を深める。 

③ 統合失調症以外の精神疾患についての理解を深める。 

3） 精神障害者に関するサービスについて（3時間） 
① 精神障害者へのホームヘルプサービスの目的、内容について理解を深める。 

② 精神障害者へのサービス提供の方法、配慮点を学習する。 

③ ホームヘルプサービスの前提となるコミュニケーションの方法とプライバシー保護の重要
性を学習する。 

④ 精神障害者の家族に対する理解を深め、援助の目的と機能を理解する。 

⑤ ホームヘルパー自身がより良い状態で継続的にサービスを提供できるように関係職種と
の連携や利用者との適切な接し方を理解する。 

⑥ 障害への理解を深め、困難に遭遇したときの対応を理解する。 

4） 施設研修（3時間）  

精神障害者との交流を行うことにより、精神障害者への援助の視点を広げる。 
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＊福祉サービス利用計画をつくるが・・・ 

 

障害者総合支援法の施行以降、障害福祉サービスを受ける際に、サービス等利用計

画（以下、「利用計画」）の作成が必須になりました。施設における集団処遇ではなく、

障害者個々の状態や状況に応じて、福祉サービスを受けるという画期的な改善が行わ

れて十数年が経過しました。すでに障害者の地域生活支援に、ホームヘルプは欠かせ

ぬ援助になっています。しかしその一方で、障害特性を軽視し、高齢者に対するヘル

プの延長で行われてきた精神障害者への対応が、課題として見え隠れしています。 

例えば現場では、「ホームヘルパーの役割」が曖昧なままに利用計画が作成され、

それを元に契約した介護事業所は精神障害者へヘルパーが派遣します。そのため、利

用者の多くは、ヘルパーを「何でもしてくれる人」や「お手伝いさん」という捉え方

にとどめ、介護事業所側は「利用者の要求にどこまで対応すべきか」と精神障害者の

援助に戸惑いや不安を抱えています。 

残念ながら、多くの相談支援専門員は、現場の実態に対応できておらず、ヘルパー

任せにならざるを得ない状況です。そこから見える課題は、利用計画を立てた当事者

に対して、どこまで相談支援専門員が関わる必要があるかということです。   

 

 

 

＊精神障害者のホームヘルプを検討する 

 

さらには、今後の障害者の高齢化対応は急務な課題です。特に精神障害者の場合、

高齢になった者の多くが精神科病院の中で亡くなっていました。そのため地域生活支

援の歴史が浅く、精神障害を抱えながらどのように老うのか見えず、高齢化に伴う支

援課題は手探り状態です。 

そこで、精神障害者が「地域で共に生き、老い、死に行く」生活（くらし）に関わ

るホームヘルプのあり方をテーマに、利用する側・提供する側・計画する側の具体的

連携をつくり出す必要があると考え、P３に示した検討会Ⅰ・Ⅱを踏まえ、P５に示す

研修会を企画開催しました。 

今回の研究活動には、会員以外に、県内で相談支援専門員として活動している次の

方々に協力をいただきました。 

・佐山由美子さん（合同会社はぴねす） 

・神戸 節子さん（相談支援事業所あゆみプロジェクト） 

・仁平 直美さん（計画相談センターすぐり） 

・木澤 正樹さん（相談支援事業所ディライトホーム） 

 

まさに、「知られざる相談支援専門員の現実」についての具体的に検討することが

できました。 
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＊相談支援専門員が集う研修会    

 

２０１８年１２月１５日に開催した研修会

は、相談支援専門員や介護事業所関係者などを

対象とし、「知られざる相談支援専門員の現実

―精神障害者に対するホームヘルプをとおし

て－」をテーマに、5頁のような三部構成にし

ました。 

 

Ⅰ ホームヘルプ活用している精神障害者の意見・感想 

検討会開催  

日 時：２０１８年７月１９日（木） １３：３０～１５：００ 

会 場：ホテルレイクビュー水戸 すずらん 

出席者： 

・ディライトホーム利用者 1名 

・地域活動センター「光（KOO）」利用者 2名 

・生活支援センター「風（FOO）」利用者 4名 

・相談支援専門員 2名 

・研究会関係者  3名 

＊スケジュール： 

 13：30～14：30 自己紹介・意見交換など 

 14：30～14：40 休憩 

 14：40～15：00 「そもそもホームヘルプとは」 

検討会アドバイザー 

訪問介護事業所いばらきケア 小林眞知子さん  

Ⅱ ホームヘルパーを派遣している事業所の現状と課題 

＊ホームヘルパー事業所を対象とする検討会開催 

開催日：9月 21日（金）13：30 ～ 16：00 

会 場：ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸 

事業所：2事業所/6事業所の参加予定 

訪問介護ステーションドルフィン水戸：1名 

ケアファクトリー：1名 

当日所用で欠席：いばらきケア：2名、ツクイ五軒町：2名 

参加者：ICCAM関係者：川島、郡司、国府田、髙島 

日 程：13：30～14：00 「精神障害者対応ホームヘルパーマニュアル」 

の批判的検討 

14：00～16：00 検討会議 
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 県内の「障害福祉サービス等利用

計画」に関わる事業所や居宅介護事

業所、市町村障害者福祉行政機関な

ど、約 670ヶ所に研修会の案内を送

付しました。年末の開催にもかかわ

らず、1 割程度の事業所から、表 1

のように様々な職種の方たちが参

集し、精神障害者に対する支援の現

状について課題を共有することが

できました。 

 

 

＊ホームヘルパーの専門性を考える 

 

今回の研修会では、精神障害者に対するホームヘルプは、高齢者や他の障害者に比

べて、身体介護よりも家事援助が中心であり、関係性つくりが大変な割に「お金にな

らない」という現状をどのように変えていくかという課題が明確になりました。身体

障害者、知的障害者を含む三障害の中で、気づいた時には多くの介護事業所が「精神

障害者に対するホームヘルプ」を敬遠していた、という事態を招かないためにも、急

いで取りかかるべき課題です。 

 そして、あらためて「ホームヘルパーの専門性」について考えさせられました。「や

る気がでない・いつのまにか全てやってもらう状態となった当事者に働きかけるのは

誰なのか」「家事よりも話し相手としてヘルパーを必要とする時、そのときのヘルパ

ーの専門性はなにを基盤とするのか」、計画どおりに動かない現場は、どのような力

関係が働いているのかを把握できていないままに進んでいきます。結果、ヘルパーは

なんでもしてくれる人化が起きているのです。 

現場の忙しさで気づき難くなっている最大の問題は、相談支援専門員、ホームヘル

パー、事業所それぞれが孤立していることです。これは障害者福祉全般に蔓延してい

る事態です。 

問題を抱え込まないように共有し合える関係をつくり出すには、それぞれの専門性

を理解する以外ありません。特に、差別・偏見が根強い精神障害者に対するホームヘ

ルプには、障害特性の理解や精神障害者の状況を把握するためのヘルパー研修は必須

です。精神障害者の抱える苦手さや生きにくさについて、直接関わるヘルパーに知っ

てもらうことこそ、継続的な援助関係をつくりだす基盤になります。 

茨精研・ICCAMとしては、日本社会福祉弘済会 2018年度助成事業の報告書を、これ

からのヘルパー研修のテキストとして活用できるような内容にしたいと考えていま

す。 

 

（茨精研・ICCAM事務局長・社会福祉法人光風会理事長 高島眞澄） 

表 1．研修会参加者 
No 専門 人数（人） 
1 相談支援専門員 22 
2 介護支援専門員 2 
3 介護福祉士 3 
4 訪問介護員 5 
5 サービス管理責任者 3 
6 精神保健福祉士 9 
7 看護師 2 
8 管理者 3 
9 県公務員 2 
10 その他 11 

計 62 
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研修会：公益財団法人日本社会福祉弘済会 2018年度助成事業 

知られざる相談支援専門員の現実 

－ 精神障害者のホームヘルプをとおして － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日： 2018年12月15日（土） 13：00 ～ 17：00 

会 場： かんぽの宿大洗 会議室    参加費： 無料 
      

  

対 象： 相談支援専門員、精神障害者支援員、 

ホームヘルパー、PSWなど 

 

主 催：NPO茨城県精神障害地域ケアー研究会 

共 催：社会福祉法人光風会 

協 賛：茨城県精神保健福祉士会、茨城県精神障害者支援事業者協会 

後 援：茨城県社会福祉協議会、茨城県心身障害者福祉協会 

  精神障害者に対するホームヘルプは、2001 年より開始され、すでに地域のおける重

要な援助として位置づいています。しかし 20年近く経過する昨今、身体・知的・精神の

三障害として一括りに捉えられることが多くなり、障害特性による様々な課題が見えにく

くなっています。 

障害者総合支援法の施行以降、障害者福祉サービスを利用する際に、サービス等利用計

画（以下「利用計画」）の作成が必須になりました。計画相談支援専門員（以下略「専門

員」）の登場です。 

ホームヘルプ利用の際、専門員の多くは「ホームヘルパーの役割」が曖昧なままに利用

計画を作成し、それを元に契約した介護事業所が精神障害者へ派遣しています。そのため

利用者の多くが、ホームヘルパーは「何でもしてくれる人」や「お手伝いさん」という捉

え方に留まっており、介護事業所側は「利用者の要求にどこまで対応すべきか」と精神障

害者援助に戸惑いや不安を抱えています。 

残念ながら多くの専門員は、こうした現場の実態に対応できずにいます。そこから見え

る課題は、利用計画を立てた当事者に対して、どこまで専門員が関わるべきかということ

です。   

そこで、「地域で共に生き、老い、死に行く」生活（くらし）に関わるホームヘルプの

あり方をテーマに、利用する側・提供する側・計画する側の具体的連携をつくり出す研修

会を企画・開催いたします。 

 一度、立ち止まって障害児・者に対する地域福祉について考える機会です。 

 ぜひともお誘い合わせ参加ください。 

東茨城郡大洗町磯浜町 7986－2 
TEL：029－267－3191 
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スケジュール・内容 

 

12：30       受付開始 

13：00～13：05  開催趣旨 高橋 活夫（茨精研・ICCAM代表理事） 

第１部 13：05～13：35 【学習】   

精神医療・福祉の連携 精神医療福祉連携シート活用説明     

講 師：茨城県保健福祉部障害福祉課精神保健グループ 石川裕子 
 

第２部 13：35～14：55  【ワークショップ】 

 課題提起：13：35～13：55        

ホームヘルプを活用する精神障害者、ホームヘルプを提供する事業所  

検討会報告 

報告者：髙島眞澄 茨精研・ICCAM事務局長、（社福）光風会理事長、精神保健福祉士 

 

 ワークショップ 13：55～14：55 

精神障害者に対するホームヘルプ課題 

ファシリテーター：高松由加 (社福)光風会客員支援員、子どもの問題研究所相談員 

 

休憩  14：55～15：10 

 

第3部 15：10～1６：55 【パネルディスカッション】 

知られざる相談支援専門員の現実 

－ 精神障害者に対する計画相談と具体的関わり － 

➢ パネラー： 
神戸節子 （一般社団）あゆみネットワーク・茨城 代表理事 

あゆみプロジェクト精神保健福祉士、社会福祉士、相談支援専門員 

室 優子 （医）南山会 酒門診療所、精神保健福祉士 

福島順一 （株）ゆりかご 介護支援専門員、介護福祉士、相談支援専門員、運行管理者 

➢ 指 定 発 題 者：川島 麻子   茨精研・ICCAM理事  

（社福）光風会 精神保健福祉士、相談支援専門員 

➢ コーディネーター：国府田まゆみ 茨精研・ICCAM会員 

（社福）光風会 精神保健福祉士、社会福祉士 

 


