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おうちで暮らそうプロジェクトについて 

 

おうちで暮らそうプロジェクト実行委員会 

 

１. 共働のきっかけ・必要性 

現在，濃厚な医療的ケアを必要とする重症心身障がい児・

者とその家族の病院から在宅生活への移行やその後の在宅

生活を支援するための社会資源は、様々な面で十分である

とは言えない。新生児集中治療室（Neonatal Intensive Care 

Unit、以下 NICU）等からの退院に際しては、家族の在宅生活

に対する不安を解消するための精神面のサポートや社会資源の

知識等を提供する仕組みが十分に確立されていない状況である。

また、特に家族のレスパイト（介護者の休息）のために重要な

医療型短期入所サービスの未整備は全国的な課題となって

いる。 

そのような現状を少しでも改善するために、当事者や看護

師など様々な専門職種で構成され、利用者側、事業者側のニーズ等、独自の視点からの情報収集が可能である

ＮＰＯ法人ニコちゃんの会と広報や関係機関との調整力の点で強みのある行政とが共働して、この事業に取り組

むこととなった。 

 

２. 1 年目の結果と課題 2 年目の目標 

本事業は平成 26 年度が 2 期目となるが、1 期目は、以下の 3 つをテーマに事業を実施した。 

平成 25 年度（1 期目） 

（1）医療型短期入所の拡充 

 ①短期入所利用者，医療機関に対するニーズ把握調査 

なぜ医療的ケアを必要とする重症心身障がい児・者を対象とした医療型短期入所先が増えないのかを明らか

にするために、利用者、医療機関の両者にアンケートやインタビュー調査を実施。 

・本人・家族向けアンケート  配付数 895（重複あり）  回答数 233  

・医療機関向けアンケート   配付数 105  回答数  23 

  ・インタビュー調査医療機関  ８施設（医療型短期入所の試験的運用の協力可と回答した医療機関）  

 ②医療型短期入所試験的運用 

医療型短期入所事業所として指定を受けていない医療機関等に、医療型短期入所がどのようなものであるか

を試験的に実施してもらい、その結果についてインタビュー調査を実施。 

・試験的運用医療機関・・・４医療機関で実施（短期入所協力利用者４名） 

（2）円滑な在宅移行支援 

入院中から退院後の在宅生活まで一貫した相談支援のあり方（生まれてきた子とうまく生活してくための情報提

供やメンタルの支援）＜ファミリーメンタルサポート＞を模索。 

・NICU からの在宅移行支援の実態把握のために，NICU のある福岡市内の医療機関３カ所にアンケートを実

施。 

（3）パーソナルブックの作成 

入院中、退院後に関わらず、包括的に本人とその家族の生活支援を図るために，医療機関等との情報提供ツ

ールとして個々の普段の暮らしやケアについて詳細にまとめることが可能なパーソナルブックを５００部作成。 

試験的運用に活用した後，ブラッシュアップし改良を重ねた。 

 



利用者や医療機関へのアンケートやインタビューの結果，当事者と医療機関の具体的なニーズや医療型短 

期入所拡充に向けての問題点が明確になった。例えば，医療型短期入所の試験的運用の協力可と回答し

た医療機関すべてが体調の変化が大きい 15 歳以下の児童や常時見守りが必要な方などは受け入れが難しいと

回答し，現在のサービス体制では十分に対応ができないという結論になった。（現在，福岡市内で 15 歳以下の受

け入れを可能とするのは１医療機関のみである） 

医療型短期入所の試験的運用については４つの医療機関に協力してもらえたことで、医療型短期入所先を増

やす足掛かりができた（1 医療機関は指定済み。その他，２医療機関が医療型短期入所の指定の手続きを進め

ている）。 

そこで、2 期目は、１期目に明らかになったニーズや問題点を踏まえて，新たなレスパイトの機能を果たす事業

を提案した。 

 

 

平成 26 年度（2 期目） 

（1）セカンドホームプロジェクトの検討 

 現在のサービス体制では対応が困難な障がい児・者の中でも，人工呼吸器等の医療対応が 24 時間必要な方

を対象に，一定レベルの医療的ケアを担保した上で、本人・家族向けアンケートから得られた「安心・楽しい・日頃

から関わっている人がいる」というニーズを満たすために、自宅での生活に近い環境の中で，日常的にサービス

を提供している訪問看護師やホームヘルパーがマンツーマンで介護を行う病院や施設とは違うもう一つの家のよ

うな場所でのお泊まりサービスを検討。今回は主に、訪問看護ステーションにて実施し、このサービスの実現性を

検討した。 

（2）ファミリーメンタルサポートの模索と実施 

 引き続き，入院中から退院後の在宅生活まで一貫した相談支援のあり方＜ファミリーメンタルサポート＞を模

索。 

（3）パーソナルブックの活用に向けた研修会の開催 

 特別支援学校にパーソナルブックを配布し，ワークショップ開催した。パーソナルブックのデータ化や必要な情

報の整理方法について等の意見をもとに，パーソナルブックの内容について改良。（様式は NPO のホームペー

ジに掲示）。 

 

 

３-１. 実施内容と結果 セカンドホームプロジェクトの検討について 

（1）実施内容 

①平成 26 年 7 月 24 日～26 日（2 泊 3 日） 対象者 A：2 歳、女性 

②平成 26 年 8 月 9 日～10 日（1 泊 2 日） 対象者 B：6 歳、男性 

対象者 C：9 歳、女性 

③平成 26 年 9 月 16 日～18 日（1 泊 2 日） 対象者 D：37 歳、女性 

④平成 26 年 12 月 12 日    （日中のみ） 対象者 A：2 歳、女性 

※④は、緊急事案が発生したため自宅にてセカンドホームプロジェクトを実施し、「自宅でのお預かり」という形

をとった。 

 

（２）サービス提供者 

＜ホームヘルパー＞ＮＰＯ法人ニコちゃんの会(居宅介護事業所＠ホームプロジェクト nico) 

＜訪問看護師＞アムナス博多訪問看護ステーション 

 

 

 



（３）結果 

 実施後に本人や家族にアンケート調査を行ったところ、①～④のどのケースにおいても事業に対して肯定的な

意見が多く聞かれた。「セカンドホームプロジェクトが実用された場合に、利用したいですか」という質問に対して

は、４名中３名が「はい」という答えだった（1 名は無回答）。利用頻度は、年に 1～2 回、毎月、緊急時などと様々

であったがニーズがあることは確実である。また、利用して肯定的な意見、と改善すべき内容が含まれた意見につ

いて以下に掲載する。 

 

肯定的な意見 

・ いつも在宅で関わっている看護師とヘルパーなので安心。どこでも（誰でも）良いわけではない。 

・ 家族の自由な時間がとれると思った。（24 時間看護のため） 

・ 意外と不安はなかったです。一つは家と全く同じことをしてもらえるという環境なので不安は感じなかった。 

・ 常に状況の連絡（メールでの写真の送付）があったので、実際との違いがわかるので良かった。 

・ 初めて時間に追われることなく過ごすことができた。本人にとっても初めて（親元を離れての）泊まりを経験出来

て良かったのではないかと思う。 

・ 以前、レスパイトから帰ってきて体調を崩し、元に戻るまで時間がかかり、非常に大変な思いをしましたが、今回

は何も代わったことはありません。非常に良かったです。 

・ （兄弟児と両親の）三人で初めて外食することができた。 

 

改善すべき内容が含まれた意見 

・ 期間を長くしてもらえたら幸せ。2 泊 3 日は短い。せめてあと 1 日あればと思う。 

・ 備品が予備等を持って行かなくて済むようになれば良いと思う。荷物が多いと準備も大変。ご本人専用のもの以

外の物品を減らすことができれば用意する物も減るし、荷物をまとめやすい。 

・ 準備がどうしても大変。当日になるとバタバタしてしまう（気持ち的に）。 

・ 準備期間があれば細かく伝えられて安心できたと思う。 

 

 

また、セカンドホームプロジェクトを提供する事業者側からは、運営費用の面で検討すべき課題が多く挙げられた

が，主なものは人件費であった。 

平成 26 年 12 月 12 日のケースを基に，濃厚な医療的ケアを必要とする障がい児・者の自宅で看護師とヘルパ

ーがケアした場合の作業時間の分析を行った（図１）。 

 看護師、ヘルパーの両者とも実際にケアを行った時間は全体の約 60%であった。残りの 40%程は何もしていない

時間ではあるが、濃厚な医療的なケアを必要とする障がい児・者は体調の変化に敏感に反応しなければならな

いため特に離れることが困難である。そのため、1 名は常にそばにいる環境を整えなくてはならない。今後、NPO

法人ニコちゃんの会とアムナス博多訪問看護ステーションが独自に継続し事例を重ねることで効率的なセカンド

ホームプロジェクト事業の案を固めていくものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



図 1 作業内容ごとの所要時間と回数の合計

 
 

 

 

３-２. 実施内容と結果 ファミリーメンタルサポートの模索と実施 

（1）実施内容 

 入院中から退院後の生活について，大きな不安を抱え，どこに相談してよいかわからない本人，家族に対し，相

談窓口を設置し、入院中から退院後の在宅生活まで一貫した相談支援のあり方（ファミリーメンタルサポート）を模

索した。まずは，ファミリーメンタルサポートカード（図 2）を作成し市内の NICU のある医療機関に配置した。 

 

相談窓口：ニコちゃんの会 

ファミリーメンタルサポートカード作成部数：300 部 

配布先：2 機関（各医療機関内 NICU に配置していただいた） 

 

（2）結果 

 現在の相談件数は 0 件である。NICU から在宅移行した方にカードを見てもらい意見を聞いたところ、 

入院中にこれを手に取っていれば自分の気持ちがずいぶん楽だったと思うし、もっと早く退院できたように思う。も

っと目につくところに置いてくれたらいいと思う。 

という意見をいただいた。今後は、設置場所などの広報について検討が必要である。 

ヘルパー

手洗い 7.5 1.7% 8 0.9
記録及び申し送り 8.5 1.9% 8 1.1
体調確認（検温） 8.1 1.8% 6 1.4
機器の管理（物品洗浄、吸引ボトル洗浄、洗浄後吸引器動作確認 、洗浄用生理食塩水補充） 11.2 2.5% 9 1.2
見守り 50 11.1% 2 25.0
食事（食事介助、食器消毒準備、食事準備・片付け） 97 21.5% 13 7.5
おむつ交換 7 1.5% 2 3.5
姿勢（体位交換、姿勢補修） 21 4.6% 5 4.2
吸引 31.5 7.0% 16 2.0
入浴（入浴準備、顔拭き、洗髪、洗身、ベッド周り整理、洗い流し、片付け） 43 9.5% 8 5.4
アイスパック・氷枕交換 4 0.9% 3 1.3
歯磨き 3 0.7% 1 3.0
遊び 人形遊び 5 1.1% 1 5.0
ワセリン塗布 4 0.9% 2 2.0
ベビーローションでの手足のマッサージ 0 0.0% 1 0.0

300.8 66.5% 85 3.5
B 具体的な作業がない時間 151.2 33.5%

項目
合計時間
（分）

合計時間
（%）

合計回数
（回）

1回あたりの
時間（分）

A

合計

看護師（入浴に看護師が2名必要であるため14：00～15：30看護師1名追加）

手洗い 8 1.8% 7 1.1
記録及び申し送り 29 6.4% 8 3.6
体調確認(検温、聴診等) 4 0.9% 4 1.0
機器の管理(医療機器の点検、回路の排水、呼吸器の加温加湿器の精製水の補充等) 13.5 3.0% 4 3.4
看護必須の直接ケア（入浴介助、体位交等） 86 19.0% 5 17.2
看護必須の医療的 ケア（吸引、バギング、Yガーゼ交換、パルスオキシメーターのセンサーの着脱） 69 15.2% 7 9.8
看護必須でない直接ケア（オムツ交換、姿勢の調整等） 9 2.0% 5 1.8
看護必須でない医療的ケア（スクイージング） 43.5 9.6% 19 2.3
合計 262 57.9% 59 4.4

B 具体的な作業がない時間 190 42.1%

項目

A

合計時間
（分）

合計時間
（%）

合計回数
（回）

1回あたりの
時間（分）

合計時間　452分（7時間32分）

合計時間　452分（7時間32分）



図 2 ファミリーメンタルサポートカード 

 
 

 

３-３. 実施内容と結果 パーソナルブックの活用 

（1）実施内容 

 特別支援学校などでパーソナルブックの活用に関するワークショップを開催した。ワークショップの流れと開催

場所は以下のとおりである。 

＜ワークショップの流れ＞ 

①パーソナルブックについて趣旨を説明 

②カテゴリを 1 つずつ説明し、参加者各々のことについて記入してもらう 
③意見交換や質問を受ける 

＜開催場所＞ 

①平成 26 年 7 月 7 日 今津特別支援学校   対象者：本人家族 22 名 

②平成 26 年 10 月 1 日 南福岡特別支援学校 対象者：本人家族 12 名 

③平成 27 年 2 月 2 日 あいあいセンター    対象者：医療福祉職従事者 15 名 

 



（2）結果 

 以下にワークショップ参加者の意見を一部掲載する。 

・ パーソナルブックを手に取ったときは書き込む項目が、非常に多くとても埋めることはできないと感

じたが、説明を聞きながら観ていくと、すべてが必要な項目であることがわかった。家に持ち帰って

じっくり埋めていきたい。 
・ いろんなことに活用できると思った。 
・ データでほしい。 
・ 知的な部分に関しても詳しく書きたい。 
・ 関わるところが増えるたびにいちいち最初から説明しなくてよくなると思う。 

 

 一見量が多く、完成させるまでに時間がかかるという印象をもたせてしまうが、その点については、情報の精査と

紙面のレイアウトのブラッシュアップを重ねることで改善していきたい。また、今回は身体障がいを大きく取り上げ

たが、知的障がいや、精神障がいなどさまざまな状況に対応できるようにする必要もある。アプリケーション化も踏

まえ、情報の充実と整理が今後の課題である。 

 

４. ＮＰＯと市の役割分担 

福岡市役所担当課（保健福祉局障がい者在宅支援課） 

・現行制度等の法令解釈やこれまでの調査結果等の情報提供 

・対象者となる福岡市内の濃厚な医療的ケアを必要とする障がい児・者の特定 

・医療機関や公的機関への呼びかけ 

・アンケートの作成と編集，配布，医療機関のインタビュー訪問 

・パーソナルブックの活用に向けた研修会の開催 

 

NPO 法人ニコちゃんの会 

・親の視点からの情報の提供 

・これまでのボランティア経験から培った地域ネットワークを活用した本人や家族の情報提供 

・アンケートの作成と編集，配布，医療機関のインタビュー訪問 

パーソナルブックの活用に向けた研修会の開催 

・セカンドホームプロジェクトの運営 

 

アムナス博多訪問看護ステーション等協力連携機関 

・医療の専門的な視点からの情報の提供、助言、提案 

・セカンドホームプロジェクトの運営 

 

５. 共働事業のメリット・成果 

本事業は、濃厚な医療的ケアを必要とする障がいのある人を対象とした暮らしの実態調査に始まり、医療機関や特別支

援学校等の公的機関への協力要請が必要不可欠であった。医療機関等への働きかけを行うにあたっては行政側のニー

ズだけではなく当事者の生の声を踏まえて，検討していただくことで，各機関の理解・協力が得られた。最終的には、お互

いの思考を理解し、同調できるようになったことが最大の成果であったと思う。 

 

６. 共働するうえで苦労した点・工夫した点 

 本実行委員会には担当課職員、障がい者の親、ヘルパー、看護師、経営者、等の様々な立場の者がおり、意

見のすり合わせが非常に大変だったと思う。 

 



７. 担当者の声 

・意見の相違等をお互いに臆することなく話し合うことで道が開けていくことを実感した。結果としてお互いが同調

できるようになったことが最大の成果であると思っている。（NPO 法人ニコちゃんの会担当者） 

・当初は，議論がかみ合わないことも多かったが，事業を進める中で，相互理解が深まっていったと思う。 

 医療型短期入所に事業所の参入が進まない原因は，主に報酬単価が安いからだと考えていたが，単純に金銭 

の問題だけでなく，預ける側と預かる側のそれぞれの思いについても，配慮する必要があることが分かった。 

 （障がい者在宅支援課担当者） 

 

８. まとめと今後について 

本事業 2 年間のまとめを以下に述べることとする。 

先ず、医療型短期入所の拡充を現行の制度の範囲内でできることを検討したわけであるが、医療型短期入所

を実施していない医療機関での試験的な実施により、今後医療型短期入所を実施してもらえる医療機関が数カ

所あった。これまで実施を前向きでなかった理由は、金銭的なものもあるだろう。しかし、それ以上に普段の様子

をほとんど知らない重度の障がい児・者を安全に見守れるかという要因が明らかとなった。そこで、情報を集約し

たパーソナルブックを活用することで、医療機関の受け入れのきっかけを作ることができたと思われる。その子が

生まれてからずっと関わってきた家族や、看護師、ヘルパーの経験を明文化したパーソナルブックは、情報の整

理の改善点はあるものの活用の仕方によっては大きな可能性をもっているだろう。しかし、それでも伝えきれない

情報も大いにあることも同時に明らかとなった。ちょっとした表情の変化、動きの変化などは普段から関わっている

人でなければ発見することは難しいのかもしれない。そこで、1 年目の終わりに提案したのが、普段から在宅で関

わっている看護師やヘルパーが医療型短期入所の機能を果たす、セカンドホームプロジェクトである。普段から

関わっている人が在宅と同じように対応するので本人・家族にも安心してもらいやすい。本人・家族からは肯定的

な意見が多かったが、問題点は以下の 2 点である。 

 

・ 報酬として、医療型短期入所よりも低い福祉型短期入所の扱いとなるため、看護師が常時見守りでは運営費用

が捻出できない。 

・ さらに、入浴などでは、看護師を 2 名配置することもある。 

 

 上記の問題点の解決には、利用に条件を設け、切迫性の高い利用者に限定する必要がある。その案を以下に

述べる。 

 ・医療型短期入所の受け入れ先があるが、常時見守りが必要で医療型短期入所の利用に不安がある場合 

【案】在宅で関わっているヘルパーを医療型短期入所先に派遣する 

・医療型短期入所事業者が利用を断る場合 

【案①】在宅ショートステイ：在宅で関わっている看護師が利用者宅で長時間の体調管理を実施する。（訪問

看護サービスは現行制度では最長 1.5 時間となっている） 

【案②】セカンドホームプロジェクト：訪問看護ステーション等で短期入所を実施 

上記の案は、最重度の障がい児・者を対象としたものであるため、その環境や状態などを理解し、柔軟に判断

できる支援員が必要になるだろうと思われる。 

 

今回の事業においてこれらのサービスが実用化されると、障がいの重症度故に大変な思いをしてこられた障が

い児・者ご本人やご家族の暮らしがより豊かなものになるのではないかと思う。実用化については、今後担当課に

おいて検討することとなるが、NPO 法人ニコちゃんの会では、今後もセカンドホームプロジェクトやパーソナルブッ

ク、ファミリーメンタルサポートの実施事例増加、改善のためにそれぞれを継続していく予定である。 

最後に、２年間にわたって協力していただいた障がい児・者ご本人、ご家族、医療機関、特別支援学校、福祉

事業所等、本当に多くの方へ心から感謝の気持ちと御礼を申し上げたく、謝辞にかえさせていただきます｡   


