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ご無沙汰しています。 

連載が終わって「やれやれ」と思ってぼーっと自分の原稿を眺めていたんですよ。そしたら、

「私、なんでこの連載頼まれたんだ？」という、非常に根本的な問いにぶち当たったんです

よね。だって、この訴訟は、どちらかというと「見えてる障害」の方々が当事者だったわけ

で、「見えない障害」を応援する「わたしのフクシ。」のコンセプトとは若干ずれるわけです。 

そこで、「この訴訟と『見えない障害者たち』とをつなぐ話がどこかで必要なんじゃないか」

と気づき（いや、最初から気づいておこうよ）、編集作業で忙しいくまくんに「たのむ、も

う一本書かせてください。」とジャンピング土下座でお願いして、この「番外編」発表の佳

き日を迎えられました。 

番外編のくせに難しいです。 

眠れぬ夜にこれを読んだらすぐに眠れ・・・ あーっ！ 寝たらアカン！ 

 

１ 「制度の谷間」はどこにある？ 

「Nothing about us, without us！」の冒頭ページで、私のことを紹介している文を見てみ

ましょう。なんて書いてありますか？ 

～ 自身も「制度の谷間の住人」である兵庫県の弁護士、青木さんが話してくれます。 

そんな細かいところまで読んでくださっている奇特なあなたは思ったはずです。 

「制度の谷間」ってどこだ？ 

兵庫県って書いとるやん。兵庫県に住んでるんと違うん？ 

  

第１回「はじめに」で書いたとおり、私は下垂体機能低下症という疾患を持っています。要

するに、身体全体のバランスを整えるホルモンが複数分泌されていません。 

そのため、不定愁訴レベルのだるさ、めまい、頭痛など、年のうち過半数の日でぐったりし

ています。それでも弁護士をしているわけですから、家に帰ってきたら、即☆ベッド直行な

わけです。そうすると、家事全般ほったらかしになることはある程度やむを得ないと思って

います（ちゃんと週末には帳尻合わせてるよ）。 

ここで、ホームヘルパーとかお願いできたら、夢のようじゃないですか。私が障害者だった

ら、障害者自立支援法によって国費でヘルパーさんをお願いできるわけです。しかし、私は、

障害者自立支援法が福祉サービスを提供する対象となる「障害者」じゃないので、そんなこ

と申請する権利すらないのです。 
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私の疾患だと、ユルすぎてイメージわきづらいですか～。そうですか～。 

では、最近「困ってるズ」で投稿された、高櫻さんの場合はどうでしょうか。 

彼は線維筋痛症という疾患を持っています。彼の言葉を借りると、 

「 皮膚が火傷をしているような感覚、刃物がさくっと皮膚に入ってくる瞬間のゾワッとす

る感覚、万力ではさまれているような感覚、筋肉が肉離れを起こしている ような感覚。突

然、アキレス腱などの健が切れたり、神経をはさみでバチンと切られてしまうような発作的

な激痛など、痛みの性質（表現）の全く異なるもの が、常に混在しています。 」 

おいおい、この状態でどーやって１人で生活するねんな！ と思うでしょう？ 

でも、彼もまた、障害者自立支援法がサービスを提供しようとする「障害者」に含まれてい

ないので、結局自力でたくましく生きていってください、ということになります。 

なんでこんなむごいことになっているのかというと、障害者自立支援法が、「障害者」を、

「身体障害者」と「知的障害者」と「精神障害者」だけに絞っているからです。 

なんとなく、私の下垂体機能低下症も、高櫻さんの線維筋痛症も、身体の具合が悪いのだか

ら身体障害者に入りそうなイメージがあるかもしれません。が、法律がイメージしている身

体障害は、「目が見えん！」「耳が聞こえん！」「手足が動かん！」などなど、わりとわかり

やすい障害です。 

最近でこそ、ペースメーカーを入れている人や、透析を受けている人、ＨＩＶの方など、い

わゆる「病気」としてイメージされてきたものも含まれてきています。しかし、原則として

「ザ・障害」みたいなところしか対象にしていないので、「だるい」「痛い」といった事情で

思うように動けなくても、福祉サービスの対象とはならないのです。 

若ければ、介護保険法の対象にも入りません。 

本当に１人の力で生きていかないとどうしようもないのです。 

これを、国のうっかりで福祉サービスの制度的保障から漏れて、谷底へ転落してしまってい

るイメージから、「制度の谷間」の問題と呼んでいます。私みたいな人を、「制度の谷間に落

ち込んでいる人」などという言い方をしますが、長い上に漢字が多いので、以下、「タニマ

―」と呼ばせていただきます。 

 

２ タニマ―と、障害者自立支援法違憲訴訟 

タニマ―にとって、障害者自立支援法違憲訴訟は、まったく関係ない話です。・・・なんで

かわかりますか？ 

この訴訟は、そもそも障害者自立支援法で福祉サービスを利用している障害者たちが、「自

分たちが生きるために避けては通れない制度利用を『利益』ととらえ、負担を強いるとは何

事か」ということで国を訴えた訴訟でした。つまり、原告は全員（負担はさせられているに

せよ）福祉サービスを受給することができる「障害者」なのです。 



これに対してタニマ―たちは、障害者自立支援法の土台に乗ることすらできない人々ですか

ら、応益負担以前の問題です。だから、当然７１人の原告の中に、タニマ―は１人も入って

いません。 

ところが、「きゅうてんちょっか」、この訴訟はタニマ―たちにも大いに関係することになり

ました。そう、「基本合意」です。 

「基本合意」中、「新法制定にあたっての論点」と題し、新法を作る際に重点的に克服すべ

き問題点が６つ挙げられています。６つしかないので書きだしてみましょう。 

 1 利用者負担のあり方 

 2 支給決定のあり方 

 3 報酬支払い方式 

 4 制度の谷間のない「障害」の範囲 ← あっ！ 

 5 権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准 

 6 障害関係予算の国際水準に見合う額への増額 

この検討事項をまとめるとき、当初、ありとあらゆる種類の障害当事者たちが、あれもこれ

もと詰め込もうとしたために、基本合意第１案は膨大な分量になって「どないすんねんな、

これ」みたいなものだった、と聞いています。その中からバッサバッサと切りに切りつづけ、

ようやくまとまったのがこの６つです。そんな、選りすぐりの検討事項の中に、しっかりと

「制度の谷間のない障害の範囲」と記載されているのです。 

おお、国が約束する公文書の中で、制度の谷間をなくす、と約束されているじゃないですか。

たしかに、タニマ―から原告は出ていませんが、ここで初めて、この訴訟は、タニマ―たち

にとって大変重要な事件になったのでした。 

 

（次週に続く） 

 

※「疾患もち」と「難病」 

タニマ―の代表格は、一般的には、「難病患者」と言われています。ただ、この「難病」と

いう単語は非常にいろいろな意味を持っているので、玄人さんの場合、その意味を汲むのに

苦労されるだろうと思います。①世にも稀なる患者数の少ない病気、②治療法が全然ようわ

かってない病気、③国が『この病気は研究費を助けたらんとアカンやん』と扱っている病気、

④国が『この病気は治療費も助けたらんとアカンやん』と扱っている病気、さて、この４つ

のうち、どれを「難病」というのでしょうね。厳密に注釈入れていくと、わけがわからなく

なります。 

さらに、「難病」と言われてしまうと、「世界の中心で愛を叫ぶ」のように、今にも死にそう

な印象です。私は、それが好きではありません。だって、私は全く死にそうではないですか

ら。なので、あえて「難病」という単語を使用するのを避けています。 

ちなみに、私が「疾患」という場合は、②のイメージで使っています。あまり患者数が少な



いことはそれほど意識はしていません。生活上の困難が生じる点において、患者数は関係な

いからです。 

 

 

番外編： せいどのたにま（中） 

投稿日: 2012年 8月 10日    

 

さて、「きゅうてんちょっか」、制度の谷間のない「障害」の範囲を目指すと宣言した「基本

合意」によって、やっと障害者自立支援法違憲訴訟とタニマーがつながりました。 

が、難しいのはここからなのですよ・・・。この「難しさ」も、タニマ―をタニマーたらし

めてきた理由の一つなんです。ちょっと人助けだと思って、がんばっておつきあいください

ませ。 

 

３ 疾患もちがたどってきた歴史 

タニマ―の代表格のひとつとしてよくあげられるのが、我ら疾患もちグループです。 

どうやら、新しい法律では我々も福祉サービスの対象にしてくれそうだ、ということで、わ

たしたちも色めき立ちました。 

というのも、疾患もちたちは、国の「難病」についての政策の中で、いつも病名によって一

喜一憂させられてきた歴史があります。もともと制度の谷間、福祉サービスの対象外のわた

したちですが、実は疾患もちのなかにも更に、制度の谷間があるんです。 

難病と呼ばれる病気は 5000種類とも 7000種類とも言われますが、こういう難しい病気っ

て「現状維持」の治療を受け続けるだけでも相当なお金がかかります。みんなと同じく３割

負担でも、もともとが高すぎて「生きていけるかァ！」というお値段になるのです。 

ちなみに、私の場合は３か月に１回の通院で、最高１８万円請求されたことがあります。も

う１回言いますが、これ、３割負担で、です。スーツ何着買えるねん、って話です。「かぜ

薬いっちょうちょうだーい！」ではすまないのです。 

その無数にある難病のなかに、国が治療費を助けようと指定する病気があります。 

これを「特定疾患」といって、全部で５６しかありません。 

この病気と診断されたなら、治療費はどんだけかかっても一定（または無料）です。 

ところが、症状が似ていても、医師からその病名の診断をしてもらえなければ医療費は普通

のかぜと一緒。３割は自腹です。自分の病気だって絶対しんどいはずなのに、とどんなに思

っても、3割自腹。 

難病はその原因も治療法もわからないだけあって、診断もグレーなものがあるのです。 

診断書を発行する医師の診断結果次第で、「対象外だから。」と言われて 3割自腹。 

そんな、病名による様々な不平等とか不条理を経験してきた疾患もちたちは、これまで、も

っぱらこの、一番エクセレントな保障を受けられる「特定疾患」の指定を受けようと、国に
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要請し、交渉することを続けてきました。 

疾患ごとに患者が集まり、患者会をつくり、自分たちの疾患こそ対象してほしい、対象から

外さないで欲しい、と。 

福祉サービス以前に、医療費を国費から助けてもらう分野で既に、わかりやすく分断されて

きました。 

それが基本合意では、「制度の谷間のない「障害」の範囲」と書いているわけですから、疾

患の名前に関係なく支援してもらえるはずなのです。疾患内部の谷間もなくしてもらえるは

ずなのです。これは素晴らしいことです。 

 

４ 障害者基本法の場合 

実際、できるかぎり谷間をなくす努力はみられました。 

まず、障害者自立支援法に着手する前に、国の障害者福祉制度全体に共通する基本的な「理

念」を定めた障害者基本法が改正されました。 

第五回「あしたのせっけいず」を覚えていますか？ この時の障害者制度改革の目標は、（１）

基本合意の実現と、（２）障害者権利条約の批准でした。特に、（２）障害者権利条約の批准

のためには、とにかく従来の日本の障害者制度を根こそぎ見直す必要がありました。 

そこで、具体的な福祉サービスどないすんねん、という、障害者自立支援法を変える前に、

障害者福祉制度全体にわたる理念を定めた「障害者基本法」をごっそり改正したのです。 

この中で、「障害者」とは、 

身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障

害」と総称する。）がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社

会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

と定義されました。 

・・・わからない人、手を上げて―。・・・はい、ほぼ全員ですね。 

まず改正前の障害者基本法では、障害者とは「身体障害＋知的障害＋精神障害があるもの」

以上！終了！だったのですが、それに「その他心身の機能の障害がある者」とぼかす言葉を

足したことによって、ついに疾患も対象に入ったわけですよ。 

さらに、大注目なのは実はそのあとです。 

「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態に

あるもの」 

障害だけではなく、「社会的障壁により」とあります。 

はい、ここ、テストに出るから聞いといて～。 （懐かしい w） 

普通、障害者が社会生活をするときに、バリアフリーな街じゃないから移動に難儀するとか、

健常者よりできないことが多いので就職しづらいとか、そういった健常者に比べて不利な状
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態におかれるのは、その人の身体に機能的な障害があるから、と考えますよね。 

でも、そうじゃなくて、そういった不利な状態は、その人の機能障害のせいじゃなくて、社

会のありようがその人を不利に扱ってるからだ、という考え方があります。 

このような考え方を、（医学モデルではなく）「社会モデル」による障害のとらえ方、みたい

な言い方をします。 

社会モデルとは「障害者が味わう社会的不利は社会の問題だ」と捉える考え方。障害者とは、

社会の障壁によって能力を発揮する機会を奪われた人々と考えます。 

・・・このへんは大事なので、あとでまた別の連載がなんとか解説してくれるだろうと思

う・・・あ、「福祉ってなんなの会議」でつざきさんが説明している話もぜひ読んでくださ

い。 

この定義がちゃんと定着すれば、今ある谷間はほとんど問題にならなくなります。 

「疾患」＝「障害」としてしまうと、国が指定した病気を持っている人しかサービスを利用

できなくなってしまい、結局指定されているかされていないかのラインで谷間を生んでしま

います。 

その点、社会的障壁があるかどうかが基準になれば、要するにその人が「どれだけ困ってい

るか」を基準として障害者かどうか認定されることになるわけですから、もともとの病名が

なんだろうが関係ないわけです。 

理念を定めただけの障害者基本法とはいえ、このような谷間を感じさせない定義の法律が成

立したことは非常に大きなことでした。 

すばらしいじゃないですか、ここまでは。 

 

 

番外編： せいどのたにま（下） 

投稿日: 2012年 8月 13日    

漢字が多くて、書いてる私の心が折れそうになってきましたけど、この暑い中（これを書い

ているのは平成２４年８月）、みなさまおつきあいいただけているでしょうか。 

「下」だけあって、今回が本丸ですので、電解水飲みながらがんばってついてきてください。

節電の夏ですが、ちゃんとクーラーつけて読んでくださいね。 

 

５ 障害者総合支援法の場合 

前回お話したのが、制度全体の「理念」について決めた「障害者基本法」。で、今回お話す

るこっちが、連載本編で取り上げてきた、障害者自立支援法に代わる「改正法」（意地でも

「新法」と言わない）である、障害者総合支援法です。 

障害者たちにとっての「あしたのせっけいず」である「骨格提言」でも、障害者基本法の定

義を基にして、福祉サービスの制度を設計しようとされていました。ところが、先日できあ

がった障害者総合支援法。こちらによって、具体的に誰に、どのような福祉サービスを提供
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するかが決まるわけです。 

この法律が定める「障害者」は、 

身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）・・・並びに治療法の確立していない疾

病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定め

る程度のもの 

…わからない人、手をあ…げんでええわ。漢字が多くてすみません orz 

要するに、疾患もちが障害者になるためには、 

1. 国が、「この病気にかかってたら障害者にしますよ」と政令で指定した病気にかかっ

ていて、  

2. 国（厚生労働大臣）が「こんくらいひどかったら障害者ですよね」と指定した程度

以上に病状が重たいこと  

の２つの条件を両方満たさないといけない、ということです。 

障害者基本法とエライ違いです。「社会的障壁」の「しゃ」の字もありません。 

まず、①国の指定する病気にかかってないとそれだけでアウトというあたり、これまで疾患

もちたちが嘆いてきた「谷間」がそっくりそのまま残っちゃっています。今後は、医療費の

助成の分野だけじゃなくて、福祉サービスの分野でも、「障害者の指定を受けられる病気と

して指定してください！！」という運動を、患者会は続けていかなければならないかもしれ

ません。 

しかも、「上」でご紹介した高櫻さんの線維筋痛症は、平成 24 年 7 月末現在、どうも指定

を受けられなさそうだ、と懸念されています。もしそうなれば、彼は今後も、１人で勝手に

生きていかなければならないのです。 

特定疾患にせよ、「障害者」にせよ、指定を受けられた病気は安堵し、受けられなかった病

気はさらに国に対する要求と交渉とを強いられ、もともとない体力をどんどんすり減らされ

る。それを解消するための、「制度の谷間のない「障害」の範囲」だったのではなかったん

でしょうか。 

疾患もちたちはがっかりするわけですよ…ええ。 

世の中では、「障害者総合支援法は、難病を新たに対象に加えたところ以外は全然よくなっ

てないじゃないか！」みたいな言われ方をしています。つまり、逆に言うと「難病を加えた」

点は「よくなった」と認識されているのです。たしかに、無福祉の状態から、少なくとも後

退はしていません。ただ、基本合意が約束した、「制度の谷間のない「障害」の範囲」とい

う目標は、残念ながら守られなかった、というべきでしょう。「障害者に難病を入れてくれ」

とお願いしていたわけではないのですから。 

むしろ、２つの要件によって、疾患もち達を余計に分断している、とさえ言えるわけです。

見方によっては、障害者総合支援法は、基本合意が掲げる６つの検討項目のうち、「制度の



谷間のない「障害」の範囲」についてより積極的に破ってしまっている…って、言いすぎ？ 

 

６ ひかくてき超深刻 

そうはいっても、障害者総合支援法は、平成 24年 6月 20 日、参議院をあっさり通ってで

きあがってしまいました。あとは、政令で細かい条件を検討して、来年正式に施行（効力が

発生する）ということになります。 

これ、細かいことをきちんと理解している人が少ないために、「難病が障害者の対象に入っ

た、良かったね！」と、どこへ行っても必ず言われます。でも、そうじゃない。 

こんな入り方では、基本合意の趣旨をまっとうしているとは言えません。 

骨格提言も無視しているんです。 

さらに、政策の「理念」「思想」を定めただけのものとはいえ、障害者基本法が対象とする

「障害者」と、障害者総合支援法でサービスの対象としようとする「障害者」の範囲もズレ

てしまっています。 

もし、総合支援法でサービスの対象から外されてしまった疾患を持っている人が、福祉サー

ビスを受けられないために社会に出られへんがな！ ということになったら？ 「あんたに福

祉サービスはやらん」と言ってしまっている障害者総合福祉法そのものが、その人にとって

社会的障壁になっている・・・なんてな。 

今回のお話は、疾患もちを念頭に書いていますが、私が知らないだけで疾患もち以外にも「タ

ニマ―」がいるかもしれません。なにせ、『制度の谷間に落ち込んでいる人』ですから、そ

う簡単に把握できないのです。社会モデルの定義にしておけば、そんなうっかり見落としも

防げたはずなのに。 

逆に、ここで放っておくと、より一層「谷間」が深くて暗いものになっていきます。 

障害者総合支援法が成立した時の報道、声明等の中で、この点について最もよく指摘されて

いるのが、日本弁護士連合会が出した、会長声明です。 

ここでは、 

『障がいの範囲についても、障害者の権利に関する条約が求めている「障がいが個人の属性

のみではなく社会的障壁によって生じる」とする社会モデルの考え方が採用されず、そのた

めに新たな制度の谷間を生む内容となっている。』（原文はこちら） 

と指摘されています。まったくもって、そのとおりです。 

障害者総合支援法は成立してしまいましたが、国がどういう病気を「障害者」に入れるよう

指定するのか、そのための政令はこれから決まります。疾患もちたちの障害者総合支援法を

めぐる闘いは延長戦に突入しており、予断を許さない状況です。 

 

７ Nothing about タニマ―, without タニマ― 

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120620.html


さて、ワタシ的に意外とけっこう苦労したこのお話ですが、「ああ、これ新聞で読んだこと

あるある。」という人はどれくらいいるでしょうか。 

おそらく、ほとんどいないと思います。比較的目を皿のようにしてそういう記事を探してい

る私でも、めったに見たことありませんから、そんな記事。 

そもそも、障害者自立支援法（障害者総合支援法）自体が、あまりニュースバリューのない

法律と世間に思われていることに輪をかけて、タニマ―のことなど、その存在することから

して表に出てきません。たまに障害者総合支援法成立の記事の中で、「『障害者』の中に『難

病』が入ったこと以外は問題の多い法律である。」と言われる程度です。 

「疾患もち」の現実は、病気を乗り越えて幸せをつかみ取る、といった、ドラマや小説でよ

く見るような感動のサクセスストーリーではありません。 

本当に必要なのは、すべての疾患もちたちが、等しく幸せをつかみ取るための社会保障制度、

そのための「正しい現状認識」をより多くの人々と共有することです。ところが、疾患１つ

ひとつの患者数は少ないですし、全体的に大々的な運動を作り上げられるほどの体力があり

ません。疾患もちの声は、従来の障害者以上に世の中に届きにくいのです。 

ぼんやり生きていると、この番外編の「真の最終回」となる政令ができあがる話なんて、ち

ょっと新聞読んでるくらいでは絶対に目にしないでしょう。そこが、「ご注目を！」ですん

でいた障害者自立支援法違憲訴訟と違って非常に悩ましいところです。 

ただ、「わたしのフクシ。」は、そんなタニマ―を応援するサイトですから、少なくともこの

サイトの中では、私の連載を受けてあとに続いて発信し続ける者が必ず出てくるはずで

す。・・・出てこなかったら、また私ですか？ ちゃいますよね～、副編集長♪ 

タニマ―たちは、人の力の及ばない「病気」という名の神のいたずらによって、ただでさえ

しんどい生活を送っています。たしかにそのしんどさは、福祉サービスがあったところで消

えてなくなるわけではありません。しかし、せめて家事とか、外に出るときの付添とか、代

わってやれることは代わってやりたいと思うのが人情ってもんでしょう。 

「人」が作りだす法律や制度にひと工夫加えることで、タニマ―はタニマ―ではなくなりま

す。健康な皆さんの関心と、知恵と、まなざしが、私たちタニマ―の生きる支えです。 

…だいぶ障害者自立支援法違憲訴訟から脱線してきちゃいましたね。 

難しいお話におつきあい下さり、ありがとうございました☆ 

なお、テストは２週間後ですので、ちゃんと復習しておくように（鬼）。 

 

http://watashinofukushi.com/?p=3582 


