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【論説】

成人先天性心疾患患者の自立に向けた患者団体からの提案

神永 芳子
一般社団法人 全国心臓病の子どもを守る会 会長

要 旨

全国心臓病の子どもを守る会は1963年に発足した患者・家族の団体であり，45都道府県50支
部3,800世帯で活動している．本会会員を含め，日常生活に支障のある先天性心疾患患者は，生
涯にわたり福祉・社会保障制度による支援を必要とする．しかし，これまで積み上げられてきた
制度は，先天性心疾患患者の生活実態に見合うものではなく，「制度の谷間」とも言うべき問題
を生じている．多くの患者が生涯にわたる医療を必要とするため，医療費負担は大きくなりがち
である．また，患者は病気をもちながら働き続けることができるのか，働き続けるためにはどう
したらよいのか悩んでいる．先天性心疾患患者とその親からなる患者団体の立場から，成人先天
性心疾患患者の自立にむけた社会的な課題として，以下を提案したい：1. 公的な医療費助成のさ
らなる拡充，2. 就労継続のための制度，3. 所得保障制度の整備，4. 福祉と介護による生活保障
の見直し，5. 成人先天性心疾患に対する社会的な理解を広める．患者一人ひとりの将来の目標に
ついて，患者・家族・医療者が共に考え，共に社会へ発信を続けていくことで，患者自身と社会
環境を変えていく必要がある．

キーワード： 自立，医療費，社会保障制度，就労，社会的理解

I. はじめに
全国心臓病の子どもを守る会（以下，守る会）は，

45都道府県50支部3,800世帯で活動をしている患
者・家族の団体である．発足当時は，医療保険制度や
公的医療費助成制度が整っておらず，多くの心臓病児
が多額の医療費のため治療ができないといった状況に
あった．その中で，全国の同じ立場にある親同士が連
絡を取り合い，問題解決のために守る会を結成した．
守る会の活動の目的は，患者・家族が心臓病について
学び合い治療に前向きに関わっていくこと，医療・教
育・社会保障制度の充実をめざすことである．さら
に，会の内部組織として心臓病者友の会（以下，心友
会）を作り，15歳以上の患者自身が自主的に交流や
学習する取り組みを行っている．
守る会は，これまでの取り組みの中で，育成医療，

小児慢性特定疾病医療費助成をはじめとした，治療費
の公的助成を心疾患に適用させる働きかけを行い，実
現させてきた．また，身体障害者手帳，特別児童扶養
手当，障害年金といった障害者を対象とした福祉・社
会保障制度の拡充を求めて活動をしてきた．
一方で，心臓病を持って生まれた子どもの多くが成

人を迎えられるようになり，会員構成も変わってきて
いる．現在，患者が20歳を超えている会員の割合は
46%となっており，重症疾患の割合も増加傾向にあ

る．このため，会においては，成人患者の自立が課題
のひとつとなっている．本稿では，守る会が整備に尽
力してきた社会保障制度を歴史的に概観しつつ，患者
と家族の不安と悩みの解決の方策と，そして患者の自
立のために必要となる新たな支援のあり方について，
患者団体の立場から論じる．

II. 心臓病児者に関わる主な社会保障制度（資
料1, 2）
守る会の運動により，成人先天性心疾患患者に関わ
る主な社会保障制度は，医療費，所得保障，生活・福
祉，教育，就労といった分野で，患者・障害者として
の社会的なハンディキャップを補うものとして積み重
ねられてきた．それぞれの制度は，法の目的によっ
て，受給要件（認定基準等）が異なり，年齢，疾患名
や重症度，身体障害者手帳の有無や等級，住んでいる
自治体などにより，受けられる支援の内容が違う．成
人先天性心疾患患者にとって特に問題となるのは，成
人期になると小児期と同等の制度が継続して利用でき
なくなる点である．制度の創設時には想定されなかっ
た，先天性心疾患患者が大人になって抱える様々な問
題に対して，制度が追いついていないということが言
える．そうした「制度の谷間」の問題が，患者と家族
に大きな不安と悩みを生じさせている．
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III. 患者と家族の抱える不安と悩み
「制度の谷間」の中で先天性心疾患患者とその家族
が抱える不安と悩みを，会員の事例にもとづいて述べ
る．

1.　医療費負担
先天性心疾患患者は，生涯にわたり医療と関わるこ

とから，医療費の負担が大きな問題となる．小児慢性
特定疾病医療費助成は，18歳まで（継続の場合は20
歳まで）が対象であり，その後の負担への不安は大き
い．難病患者への医療費助成制度の対象（指定難病）
となっている心疾患については，治療費の一部が助成
されるようになったが，まだ対象となっていない疾患
が多数ある．また，指定難病の対象疾患でも，重症度
分類により対象から外れる患者もいる1）．さらにこの
制度は，心疾患の治療のための医療費への助成に限定
されているため，合併症による他臓器の治療には適用

されない．続発症や遺残症による治療費が多額になる
場合には，それまでの生活設計を大幅に変更せざるを
得ない事態をまねくことになる2）．

2.　就職と就労継続
障害者雇用促進法による障害者雇用制度を利用して
いる心疾患患者は多い．一方，就職時の支援はあるも
のの，就労継続に関わる公的支援に乏しいのが現状で
ある（事例1，2，3）．就労継続で問題となるのは，
通院や入院のための休暇，通勤への配慮をする制度が
ないことである．
また，職場での理解が得られない，人間関係に悩ん
でいる患者も多い3）．自らの病気のことを説明し周囲
に伝える能力は，患者個人の力量に依存している．し
かし，心疾患を抱えながら大人になった患者は，成長
過程における経験不足などにより，コミュニケーショ
ン能力が充分に備わってこなかったこともハンディと

資料1　心臓病児者に関わる主な社会保障制度．
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なっている．とりわけ，学齢期において病気への理解
や支援が得られなかった影響は大きいと考えられる．
障害者総合支援法による福祉的就労（就労移行支

援）を利用する患者もいるが，医療的な配慮が必要な
心臓病者が安心して利用できる事業所が少ないのが現
状である．

3.　福祉
先天性心疾患患者が18歳以降に身体障害者手帳を
更新するにあたって，「18歳以上用」の虚血性心疾患
の診断書と基準を用いている都道府県があり，そのた
め手帳が打ち切られる事例が出てきている．身体障害
者手帳を失うことで，障害者雇用の対象から外れてし
まい，障害者への福祉制度や医療費助成も受給できな
くなるという問題が起きている．
障害者への所得保障である障害年金においても，成

人先天性心疾患患者は，申請をしても却下されるケー
スがある．また，少しの状態変化で降級・支給停止に
なったりするケースもある（事例4）．このことは，
医療技術が発達したにも関わらず，障害認定基準が長
年見直されていないために，患者の生活実態に合わな
くなっていることが，原因のひとつと考えられる．
障害者総合支援法における移動支援は，通院や通勤

には利用できる制度がない（事例5）．さらに，障害

者のグループホームなどの福祉施設を利用しようとし
ても，先天性心疾患の障害特性に合った施設が少ない
のが現状である（事例6）．
このように，成人先天性心疾患患者が自立にむけて
努力しようとしても，それを支えるための社会保障制
度は不十分である1）．そのため，親の収入がなくなっ
た時には，誰が患者の生活を支えていくのか，患者に
とっても親にとっても大きな不安が広がっている3）．
また，親が高齢などの理由により，障害者が親の介護
をしているケースも出てきている．公的社会保障制度
の充実は，患者と家族にとって切実な願いとなってい
る．
【事例1】　  
障害者雇用で就職するも体調悪化により退職
23歳　女性
無脾症候群，単心房・単心室，フォンタン術後
障害者雇用で楽器店に契約社員として就職した．
働き始めて2年目に上室性頻脈が頻繁に出るようにな
り，仕事を休みがちになる．通院のための休暇制度
がなく，勤務時間は11時から20時と固定されていた
が，仕事は増える一方だった．「体調が悪くなりそう
な日は，来なくていいから」と言われ，「職場で具合
が悪くなったらいけない」という不安が増していっ
た．そのストレスから不眠，胸痛，不整脈などが増

資料2　制度ごとに違う基準（心疾患関連）.
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悪，酸素飽和度は95%から91%へ下がり，心不全の
数値もこれまでの最大の値となった．体調悪化による
欠勤が増えたために，会社からはアルバイトになるこ
とを勧められる．契約社員のままで仕事内容の変更が
できないか会社と話し合ったが，受け入れてもらえず
退職することになった4）．
【事例2】　  
理解のある職場に転職をして仕事に喜びを感じられる
ように
22歳　女性
単心室，フォンタン術後
専門学校卒業後，障害者雇用で銀行に就職した．入

社時から病気のことを上司や同じ係の人に詳しく説明
して，理解をしてもらえるように努めた．しかし，
「重い荷物を運ぶ仕事はできない」と伝えると，「や
りたくないならいいよ」「私もみんなも体調が悪くて
もやってるよ」と言われ，病気に対しての周囲の理解
が得られず悲しい思いをすることもあった．体調を崩
して会社を休む日が増えてくると，「このままの生活
を続けていくのはつらい」と考え，退職することにし
た．その数か月後に，クリニックの医療事務の仕事に
転職した．こちらでは病気への理解を得ることがで
き，無理することなく働くことができることを喜びに
感じられるようになった5）．
【事例3】　  
一般就労から福祉的就労への移行で目標をもって働け
るように
20歳　女性
ファロー四徴症，左鎖骨下動脈起始異常，左上大静脈
遺残，他
高校卒業後に2年間ほど一般就労で働いた．責任も
重く，また体力的にも辛かったので，ハローワークに
行き「私でも働けるところを紹介してほしい」と相談
したところ，就労支援事業所（A型作業所）を紹介さ
れる．今までの職場は10のところを13やらなくては
ダメな所だった．作業所では，身体がしんどいときは
8しかやれないときもあるが，他の人のペースに合わ
せることなく，自分のペースで仕事を進められる．今
までの職場と比べるとやりがいという点では十分では
ないが，毎日心身ともに元気で仕事に行くことができ
る．自分なりの目標をもって，働く時間も少しずつ増
やしている6）．
【事例4】　  
障害年金が支給停止になり不安な生活へ
47歳　男性
ファロー四徴症，炎症性腸疾患（クローン病）
病気のために働くことができず，障害基礎年金の

2級を受給していたが突然支給停止になった．審査請
求をしたが，一般状態区分表が「II」のため「長期に

わたって安静を要する症状ではない」という理由で棄
却された．そこで新規に申請を出すことにして，主治
医に相談し診断書を書いてもらった．申請の準備をし
た数か月間は，今までの貯えを切り崩しながら生活し
た．生まれたときからのことを親に聞いたり記録を探
したりする複雑な書類作成の苦労と，申請してはまた
直す作業の繰り返しで，一時は気分的に落ち込んでし
まい，途中何度かあきらめかけたこともあった．しか
し，停止から約1年半が経って，新規の申請が通り再
び障害基礎年金の2級が取得できた．難病の制度が改
定され，クローン病では医療費の自己負担額が増えた
ので，改めて障害年金の必要性を痛感した7）．
【事例5】　  
通院への支援がないために家族へ大きな負担を
32歳　女性
両大血管右室起始症，僧帽弁狭窄症，肺高血圧
先天性心疾患を診る病院が近くにはないため，自宅
から車で1時間ほどの距離にある専門病院にかかって
いる．体力的に電車での通院はできず，家族による送
迎が必要である．定期的な検診は2週間に1回だが，
検査のための外来もあり，1週間に2回通院すること
も多い．それ以外にも体調を崩しての通院や，突然の
不調や喘息発作で夜間に駆け込んだりすることもあ
る．通院は，父親や妹たちが仕事の休みの時に送迎し
てくれた．看護師をしている妹が夜勤明けに病院への
付添いをしたり，定年で退職をした父親がしてくれた
りと，大きな負担で家族はボロボロの状態である．父
の「私の人生は，あなたの介護のためにあったのか」
という言葉に「自分が今日まで生きていてよかったの
か」と思うことがある8）．
【事例6】　  
医療的配慮が必要なために福祉施設での受け入れが困
難な生活
30歳　女性
ファロー四徴症，ダウン症，他
今までに4度の手術を乗り越えて元気に学校に通

い，卒業後は，作業所で短時間の就労をしていた．し
かし，心筋虚血状態が進み，在宅酸素療法をしながら
車いすになり．親と家庭で過ごすことの多い生活にな
る．家事はできず，入浴，着替え，移動などには介助
が必要である．この状態で独居生活は無理なので，将
来，親に何かあったときはどうするか不安である．障
害者のグループホームでは医療行為が必要な場合対象
とならずショートステイも使えない．居住地域で医
療行為が認められている施設は2か所のみで，倍率は
100倍以上である．この先親に何か起きたとき，患者
の居場所はあるのか，自宅で支援を受けながら生活す
る方法はあるのか，今からしっかり考えていかなくて
はと思っている9）．
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IV. 自立にむけた課題
先天性心疾患患者とその親が抱える不安と悩み，お

よび会員の事例を通して，守る会として成人先天性心
疾患患者の自立にむけた社会的な課題として，以下を
提案したい．
①公的な医療費助成のさらなる拡充
②就労継続のための制度
③所得保障制度の拡充整備
④福祉制度と介護保険による生活保障の見直し
⑤成人先天性心疾患への理解を広める
①の医療費助成については，自立支援医療と難病患

者への医療費助成制度の見直しが必要である．また，
自治体が独自に行っている重度心身障害者（児）医療費
助成制度は，地域による格差をなくすために，国の制
度にしていくことを提案したい．
②の就労では，就職時だけではなく，働き続けるこ

とができるための制度が必要である．2015年に改正
された障害者雇用促進法による合理的配慮指針にもと
づいて，治療や体調管理のために必要な休暇や業務へ
の配慮を制度化することが望まれる．
障害があるがゆえに就労が困難な場合，または，充

分な所得が得られる働き方ができない場合には，適切
な③の所得保障，④の福祉制度による生活支援が受け
られるような制度の見直しを，あわせて考えなければ
ならない．
それらの改善の前提となるのが，⑤の成人先天性心

疾患患者の社会的困難への理解を広めることである．
心疾患を抱えて成人期を迎えた先天性心疾患患者と，
一定の年齢において発症した心疾患患者とでは，社会
経験や経済的な自立という点でも，大きなハンディ
キャップがある．そのことを踏まえて，制度の改善を
訴えたい．その際，患者と家族の働きかけには限界が
ある．成人先天性心疾患の障害特性について，関連学
会と患者団体が連携をしながら社会に広めていくこと
を強く望む10）．

V. 結論
先天性心疾患患者は，成人になるにしたがい，就業

能力，コミュニケーション力などにおいて個人差が大
きくなる．また，病状や身体的能力も年代や個人によ
る差が大きい．加えて，発達に問題を抱える患者や，
他の障害をあわせもつ患者も増えてきている．単に経
済的な自立だけを目標とするのではなく，患者一人ひ
とりに合った自立の選択肢の幅を広げていくことと，
自らの人生の選択をできる自己決定能力を身に着ける
ことが重要だと考える．また，身体的・社会的なハン
ディキャップを抱えた患者の自立のためには，自己努
力だけでは実現は困難であり，福祉・社会保障制度に
よる支えが必要である．自立を促す教育や福祉施策
を，患者一人ひとりの生活実態に見合ったものにして
いくことが必要である．そのために，患者・家族と医
療者が連携しながら，ともに考え合い，社会に発信し
ていくことが望まれている3）．
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Proposals from patients and parents association to increase 
social independence among congenital heart disease patients

Yoshiko Kaminaga
Chairman, Association for the Protection of Children with Heart Disease

Abstract

The Association for the Protection of Children with Heart Disease was established in 1963 
and now has 50 branches in 45 prefectures, consisting of 3,800 household members. Patients 
with congenital heart disease (CHD), including the members of our association, require 
continuous social welfare support, from childhood to adulthood. However, there are chasms 
among the systems of support because the approval standards needed to match the support 
offered with patients’ living situations have not been fully considered. Most patients with 
CHD need life-long medical care and are likely to incur high medical expenses. Some adults 
with CHD are worried about finding employment, and some are worried about how to manage 
work with a chronic illness. Adult patients with low incomes are anxious about life after their 
parents pass away. As the patients’ and parents’ association, we would like to propose the 
following five methods to increase social independence among patients with CHD:

1. Improvement of the medical subsidy system
2. Strengthening of the support for continuous employment
3. Improvement of the income security system
4. Provision of more welfare support, including in-home, long-term care services
5. Increased social awareness and understanding of CHD
We believe that communication and collaboration among patients, families, and health 

care providers will lead to improvement of the social welfare systems, and consequently, the 
social independence of these patients.

Key words : Independence, Medical expenses, Social security system, Working, Social understanding


