
日本発達障害学会第 43 回大会発表要旨・改訂稿 2008 年 8 月 3 日 

スウェーデンにおける＜個別支援計画＞に関する研究Ⅰ 

－Landstinget Kronoberg におけるハビリテーション・プランを中心に－ 

○ 加瀬 進（東京学芸大学）

1 問題の所在と目的 

多様なニーズを有する子どもを統一的・一体的・継続的に支援しようとする現代にあっては、教育・

福祉・医療等の関連分野による機能的なチームアプローチの展開とそれを支える基盤整備が改めて求め

られるところである。この点に関わって、我が国の教育と福祉の分野では、それぞれにおいて「個別の

支援計画」を重要なツールの一つとして導入してきている。しかしながら既に指摘されているように（加

瀬 2006）、「個別の支援計画」の用語法や概念規定、目指すべき統一的システムのあり方、効果的かつ効

率的な PDSC サイクルの進め方等々については議論の最中にあって（障害児個別支援計画研究協議会

2008）、内外における有用な参照情報の収集と検証的な分析・共有が希求されるところである。 

この点にかかわって、社会福祉・学校教育事情の紹介・研究総体に比して情報不足と言わざるを得な

いのがスウェーデンにおける＜個別支援計画＞をめぐる諸相である。図 1に概略を示したように、スウ

ェーデンにおいては医療ライン、教育ライン、福祉ラインのそれぞれが根拠法に基づく＜個別支援計画

＞の策定を進めてきており、その示唆するところは少なくない。しかしながら、その基本的仕組み、特

徴、PDSC サイクルの実際、実施状況、各ライン間の関係や協働体制等に関する我々の情報は極めて乏し

い状況にある。そこで、本報告では教育・福祉・医療各分野において＜個別支援計画＞を導入してきた

スウェーデンの経験から検証的に学ぶ研究の一環として、まず始めに医療分野における＜個別支援計画

＞、特に「ハビリテーション・プラン」に関する概要を明らかにし、我が国における今後の制度設計や

研究・実践課題に一定の示唆を得ることを目的とする。 

 

 

 

LSS(機能障害者支援・サービス法）による個別プラン

HSL（保健・医療法）による児童・青年の（リ）ハビリテーションプラン

誕生 就学 進学 就労

SL（学校教育法）による個別発達支援計画と対策プログラム

医療ライン

福祉ライン（日本社会福祉学会第56回全国大会で発表予定：2008年10月11or12日）

教育ライン（日本特殊教育学会第46回大会で発表予定：2008年9月21日）

本研究の作業課題：ハビリテーション・プランの概要／ハビリテーション・プランの法規定／
ハビリテーション・プログラムとチーム／ハビリテーション・プランの策定プロセス

図１：スウェーデンにおける＜個別支援計画＞3つのライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

2 方法 

スウェーデン南部の Landstinget Kronoberg（以下、クロノベリ県と表記）中央病院・児童・青年ハ

ビリテーション（BUH）部門、神経精神医学的障害（NP）チーム長・各障害部門クオリティ開発担当兼

務 Sara Maripuu 女史に対して聞き取り調査を行った。 
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＜日時及び場所＞ 

2007 年 11 月 7 日（水）14：00～16：00、クロノベリ中央病院・児童病棟 5階 

 

＜手続き＞ 

日本における「個別の支援計画」を巡る状況説明文書（英語版）とスウェーデン関連文献及び中央病

院・児童・青年ハビリテーション（BUH）部門 HP から把握したハビリテーション・プランの概要に基づ

く質問事項（ハビリテーション・プランの特徴と性格、実施体制、他分野における＜個別支援計画＞と

の違いと協働等：英語／スウェーデン語版）を提示して、聞き取り調査を行った。 

なお、聞き取り内容の理解に誤りが無いことを確かめるため、聞き取り後 3日以内に本要旨に掲載し

た図３，図４の英語・スウェーデン語版を中心とする調査結果報告を作成してメールによる確認と助言

をお願いし、2 回のやりとりを行った。加えて、当日提供いただいたスウェーデン語部内資料の理解に

誤りが無いことを確かめるため、英文によるサマリーを作成してメールによる校閲を受けた。   

 

＜補足：クロノベリ県と中央病院について＞ 

 我が国で「県」と訳されることの多い Landsting は、基礎自治体である「市－Kommun」の広域連合と

して理解する必要がある。個々の基礎自治体である「市」が単独で行うのに困難のある、広域行政を必

要とする領域、即ち「医療」や基幹鉄道・バスなどの「交通」を司る連合体なのである。 

 クロノベリ県には総合大学を擁する中心市 Växjö に中央病院があり、西部の Ljungby にもう一カ所の

総合病院がある。もちろん各市・各集落にクリニックがあるが、それらはこの 2病院のブランチであり、

後述する障害判定やハビリテーション・プランの策定はあくまで 2病院の児童・青年ハビリテーション

部門に所属する専門職チームが必要に応じて出向きながら実施する体制をとっている。 

 今回の聞き取り調査を行った場所は、Växjö 市の中心街に位置する中央病院、その児童病棟 5 階にあ

る児童・青年ハビリテーション部門・神経精神医学的障害（NP）チーム・フロアの Maripuu 女史のオフ

ィスである。 

 

 

 

Landstinget Kronoberg
は8つのkommunからなる

県（広域連合）で医療等を
司る二次地方自治体区分。
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精神病院ではない、一般総合病院は2カ所にあり
（Växjö中央病院・ Ljungy病院）、それぞれに児童

青年ハビリテーション（BUH）部門が置かれている。
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図2：Landstinget Kronobergと中央病院BUH部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



3 結果 

（１）ハビリテーション・プランの概要 

ハビリテーション・プランはスウェーデンにおける早期総合支援と＜個別支援計画＞の関係を端的に

表す実践と制度ということができる。障害の発見・診断がなされると、ほぼ間違いなくハビリテーショ

ン部門のチーム支援につながって、「ハビリテーション・プラン」という＜個別支援計画＞に基づいた

分野横断的協働支援を得られる体制になっているからである。聞き取りに応じてくださった Sara 

Maripuu 女史（理学療法士でもある）は、次のように語っている。 

 

「もちろん学齢期になって発見・診断される神経精神医学的障害（通称 NP 問題、自閉症・アスペル

ガー症候群・ADHD 等を指す）もありますが、多くの場合、乳幼児期段階における診断を受けて「ハビ

リテーション・プラン」を持ち、その経験の上に学校では全員に「個別発達支援計画」が策定され、

特別な支援が必要な場合に「対策プログラム」が加わり、思春期以降になって福祉、とりわけ機能障

害者支援・サービス法（LSS）のサービスを利用する場合に、（福祉分野の）「個別計画」を作成し始め

る人がいる、というのがスウェーデンの情景でしょう。」 

 

（２）ハビリテーション・プランの規定 

スウェーデンの保健・医療を規定する保健・医療法 HSL(1982：763)は第３-b 条項でランスティング

（県）がハビリテーション/リハビリテーション、機能障害者のための補助具及び聴覚障害者に対する

コミュニケーション支援サービスの責任主体であることを明示すると共に、「ハビリテーション/リハビ

リテーション、補助具の提供は利用者と協議の上で「計画」されなくてはならない」と規定している。

つまり、ハビリテーション・プラン無しにハビリテーションを実施することはできないのであって、「自

己決定権」の原則から申請主義をとる福祉分野の「個別計画」とはその性格において根本的に異なるの

である（LSS 第 10 条では「個別計画の策定を申請することができる」と規定されている）。学校教育に

おける「個別発達支援計画」は障害の有無にかかわらず全児童に策定されるが、スクリーニング的意味

合いもあり、その意味では、ハビリテーション・プランの方がより強い規定あると言えるし、同時に特

別な支援が必要な児童生徒に対して、その特別な支援を明確にし、適切な評価が行えるように策定され

る教育分野の「対策プログラム（英文標記では IEP）」よりも強い規定になっている、ともいえよう。 

 

（３）ハビリテーション・プログラムとチーム 

ハビリテーション・プランは言うまでもなく一人一人にあわせて策定される個別プランを意味するが、

これを策定する際の統一的なよりどころとなるのが「ハビリテーション・プログラム

Habiliteringsprogram」である。このプログラムは全国統一ではなく、ランスティング（県）単位での

基準であり、クロノベリ県の場合、7 つの障害種別（知的障害・自閉症及びその他の神経精神医学的障

害・二分脊椎・筋ジストロフィー・脳性マヒ・事故後遺症（腕神経叢マヒ）・ダウン症候群）ごとに年

齢・発達段階別に診断・諸検査・チームを構成する各専門職の取り組み等々が示されている。このプロ

グラムの分類は、そのまま開発担当のハビリテーション・チームに対応しており、クロノベリ県の場合

は 7種類の多職種チームとして児童・青年ハビリテーション部門に結成されている。プログラムの作成

責任者と見直し期限を明示したハビリテーション・プログラムの存在もまた、医療ラインにおける＜個

別支援計画＞の強靱さを象徴するものと言えるだろう。 

なお、実際のハビリテーション・プランの策定や実践は 4つの実践チームに再編成された児童・青年

ハビリテーション部門専門職が展開する。各チームの構成は事務・受付のチーム・アシスタントを除い

ても 10 種類の専門職から構成される。クロノベリ県では自閉症や ADHD 等の「神経精神医学的障害（NP）」

チームは県全域を対象とするチームで、その他の障害種別については西部・北部・南部の 3チームが対

応する（西部チームは Ljungby 総合病院が本拠地）。また、余暇コンサルタントは 3 つの地区別チーム

を兼務しているが、基本的に各チーム専属の専門職が最低一名、ソーシャルワーカーは各チーム２名配

置されており、人口の多い南部地区担当のチームは全部で 16 名構成というように人口 18 万人弱の

Landsting（県）ということを考えると相当な重み付けをしているといってよいだろう。 

 

＜ハビリテーション・チームの構成＞ 

小児科専門医／言語療法士／理学療法士／作業療法士／ハビリテーション・アシスタント／チー

ム・アシスタント／ソーシャル・ワーカー／特別教育家／余暇コンサルタント／心理士／栄養士 
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このチームによる実践内容は病院内におけるアセスメントや個別・グループでのハビリテーションの

みならず、家庭や就学先・余暇活動等の日常的環境でも共有され、家族や教職員に必要なガイダンスを

実施することも職務になっている。 

 

 

ハビリテーション・プログラム
→ハビリテーション・プラン（保健・医療法）

特別教育家

理学療法士 心理士

医師
言語療法士

ソーシャルワーカー

余暇コンサルタント

栄養士

チーム秘書

作業療法士

ハビリテーション・チーム

児童・青年ハビリテーション（BUH）部門

ハビリテーション・アシスタント

7プログラムと開発チーム
知的障害・自閉症等の神経精
神医学的障害（NP）・二分脊

椎・筋ジス・脳性マヒ・事故後
遺症・ダウン症

図3：ハビリテーション・チームの構成 －Kronoberg 2007/08－

実践チーム
地区チーム×３

（西部・北部・南部）
NPチーム×１

（全圏域）

各々の専門性を活かして7障害別のプログラム開発担当となる専門職が実践チームを構成する。
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（４）ハビリテーション・プランの策定プロセス 

 では、こうしたハビリテーションに子どもと家族はどのようにアクセスし、どのような手順でハビリ

テーション・プランが策定されていくのか。これをクロノベリ県の 2007/08 年度用・児童・青年ハビリ

テーション部門における複数のマニュアルと聞き取りから整理すると次のようになる（図 4参照）。 

 

① 出生前から乳幼児検診、あるいは日常的な通院等において、保護者または医師が障害の疑いをもち、

保護者が同意すると中央病院に診断の照会をかける。 

② 照会を受けた病院では診断チームにこれをつなぐ。診断チームは諸検査等を行い、児童・青年ハビ

リテーション部門としての診断基準に基づいて確定診断を行う（2週に 1回）。確定診断に至らなけ

れば保護者と照会をかけた医師に通知して経過観察となるが、診断がでれば、すぐに相当するハビ

リテーション・チームに引き継がれる。 

③ 正式にハビリテーション・チームが引き継いでハビリテーションを開始するには決定カンファラン

スを通過する必要がある。このカンファランス（1 ヶ月に 1 回）にはソーシャル・ワーカーが作成

し、保護者の同意を得た上での向こう 3 ヶ月間の第一期ハビリテーション・プランのひな形が提出

される。それまでにソーシャル・ワーカーは家庭訪問を行い、子どもと家族に関する必要情報の入

手とハビリテーションや福祉サービスの情報提供を行い、幼稚園等に通っていればその視察と教員

等との協議も行い、必要な専門職やハビリテーション・チームとのネゴシエーションも行うことと

されている。 

④ こうして決定カンファランスで承認されると、第 1期ハビリテーション・プラン（3ヶ月）、第 2期

ハビリテーション・プラン（6 ヶ月）と比較的短期のプランを実施・評価・見直しつつ、第 3 期の

年間「ハビリテーション・プラン」として確度・精度を高めていく。 

⑤ ハビリテーション・プランは Cosmic と呼ばれる電子カルテ・システムに登録され、その他の治療・

投薬情報とともに保管・共有される。本人及び保護者の了解があれば、医療関係者は閲覧できる仕

組みになっており、成人期への移行に際して実施される児童・青年部門と成人部門の移行協議（年

に 1回）と併せて、いわゆる縦の一貫性が保たれている。 
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第一ハビリテーション
プラン

第二ハビリテーション
プラン

年間ハビリテーション
プラン

No Yes

判定チーム：1回／週
BUHの機能障害判定基準にもとづ
いて諸検査と判定を実施する。

ソーシャル・ワーカー

・家庭訪問等により当該児童と家族の情報を収
集し、併せて児童ハビリテーションや関連する
サービスに関する情報提供を行う。

・当該児童が通園する就学前学校や義務教育学
校等があれば訪問等によって状況把握を行う。

・第一及び第二ハビリテーション・プランの原案作
成に責任をもつ。年間ハビリテーション・プランに
ついては当該児童・家族にとってベストなコーディ
ネーターを協議によって選定し、引き継ぐ。

決定カンファランス
１回／月

判定後、最初の3ヶ月間に実施

するプラン

医師と保護者

照会
第一プランの評価・見直し後に
6ヶ月間実施するプラン

選定されたコーディネーター担当職
員が責任をもって展開するプラン.

図4：ハビリテーション・プランの策定プロセス－Kronoberg 2007/08－
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4 考察と今後の課題 

わが国の＜個別支援計画＞推進体制を整備するという観点から以上の結果を俯瞰すると、①障害の発

見から早期総合支援に重点が置かれ、子育て初期の不安な時期に手厚い支援と＜個別支援計画＞を経験

できる、②その仕組みが法律に裏付けられた公的医療制度という強い社会制度の中に位置付いている、

③この点とかかわって、子どもと家族、医療機関、教育機関、福祉機関をつなぐソーシャル・ワーカー

の位置づけが明確で、その役割と比重が大きく、ステータスも高い、③ハビリテーションのプログラム

とプランが ICF に基づく生活モデルに立脚している、等が注目される。 

ところで 2007 年 7 月には、県が責任主体となっている（リ）ハビリテーション・サービスと市が責

任主体となっている福祉サービス・歯科衛生サービスの連携を強化するため、県と市がこれらサービス

のコーディネーションに関する手続きを明確化した上で、必要に応じて総合的な＜調整プラン＞を策定

する旨を明記した社会庁通知が出されている（SOSFS2007:10）。この背景には、本報告レベルでは把握

しきれなかった、多様な多分野のプランを整理して活用しきれない利用者・家族の実情やサービス間の

齟齬という現実も想定される。同通知の背景や各分野の協働に関する実態、通知後の協働の深化等も極

めて興味深い参照情報であり、さらに解明する必要がある。 
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