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医療連携と福祉の役割 

～彼女の物差しを大切に～ 

 

                 社会福祉法人 三重県厚生事業団   

三重県いなば園 かしのき寮     

                        藤本 真美・安野 孝紀 

 

 

1．はじめに 

 

 三重県いなば園には 3つの障害者支援施設があり、年齢も性別も特性も異な

る多数の知的障害者が生活している。その中の 1つである「かしのき寮」で取

り組んだ支援研究の詳細を順に紹介していく。 

 かしのき寮で生活している利用者は、年齢が 21歳から 73歳と幅が広く、男

女を合わせて定員は 40名である。各利用者の平均障害支援区分は 5.7であり、

てんかんや、広汎性発達障害と診断された利用者が半数を占めている。 

 

今回実践報告に取り上げた利用者さんは、環境の変化、他の利用者の行動な

ど、周囲の刺激に、非常に敏感に反応する方である。時にパニックになり、物

を壊したり人を叩いたりすることが、かしのき寮に入所された当初からあった。 

今から 1年前に A病院に入院されたことをきっかけに、かしのき寮での支援

を見直し、病院との連携を軸に、取り組んだ支援について報告する。 

 

 

2．ケースの概要  

 

33 歳女性で、自閉症との診断があり、障害支援区分は６で、平成 18 年に三

重県いなば園かしのき寮に入所された。 

両親は既に亡くなっており、姉が成年後見人となって月に 1回の面会があり

その時に昼食外出に行くのを楽しみにされていた。 

生活習慣については、概ね自立。衣服の管理などの応用日常生活動作につい

ては、職員の支援を必要とした。 

コミュニケーションは、会話による意思表示が可能であり、短い言葉でわか

りやすく伝えることにより、動作に移せた。 

本人の特性から職員との日々の挨拶の際、言葉の使い方によっては、本人が

妥協できないルールがあり、職員それぞれに挨拶の言葉が違い少しのズレで不

穏状態に陥ることもあった。 
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3．成育歴 

 

4 歳から 8 歳まで父の転勤の為に、カナダに住んでいた。その時に、トロン

トの病院で自閉症と診断されている。今でも会話の途中に英語が出てくること

がしばしばある。 

日本に帰国し、M養護学校小学部、中学部、高等部と進学した。当時は 1人

で電車に乗り、通学していた。中等部の頃から不眠や自傷、他害行為が見られ

始め、学年が進むにつれて激しくなっていき、入退院を繰り返すに至る。入院

の継続で症状は改善され、入院治療の必要性はなくなったとして、平成 18 年

三重県いなば園かしのき寮に入所となった。 

病院の生活とは違う施設の暮らしの中で攻撃性や言葉のやり取りに強い興味、

関心を表出しながらも過ごしてきたが、今から 1年前、本人の支援にあたった

職員に対する暴力行為をきっかけに、A病院に入院となった。 

 

 

4．入院前の生活 

 

入院前の生活を振り返る。 

居室は、女性棟の一室で個室を利用、食事や入浴、日中の活動は他の利用者

さんと一緒に行う。集団で過ごす利用者さんの中には、大声を出したり、常時

声を出し続けたりする方が何人かおり、騒がしい環境での生活であった。 

入所前に、入院されていた O 病院で当時の看護記録に、「コミュニ―ション

を取るために、絵カードを使用していたが、徐々に絵カードを使わずに言語に

よるコミュニケーションがとれるようになった。」との引き継ぎがあり言葉を使

ってのコミュニケーションが可能との認識で支援方法は言葉だけで行い、絵カ

ードを使用することは、ほとんどなかった。職員が入れ替わるたび、それぞれ

の職員別に独自の挨拶を行い、完結するまで、挨拶を終わることができなかっ

た。 

 

  

5．入院のきっかけ 

 

入所当初から、自分の思いが伝わりきれず物を壊したり、人を叩いたりする

行為が見られ、平成 27 年には、他利用者さん同士のトラブルの声に反応し、

目の前の女性利用者さんを突き飛ばして大腿骨を骨折させたことがあった。 

毎年 4月は、職員の異動よる環境の変化があり他害行為は増えていた。しか

も、昨年は、日中活動の利用日数増に加え、活動場所の改修工事の為、いつも

以上に環境の変化が激しい年であった。いつもなら、環境の変化を徐々に受け

入れ、慣れていく時期に新たに大きな環境の変化が２つ加わった為か、他害行

為の件数は増えていた。 
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平成 28年 7月 20日に、入院のきっかけになったことが発生した。女性職員

に挨拶をした際、本人の思っていたルール通りの返事が返ってこなかった為、

パニックとなったところ、それをなだめようとした別の男性職員に掴みかかる

が、この場面では一旦、離れることができた。しかし直後、その対応した男性

職員の背中を突き飛ばしてしまいその職員は手洗い場の角におでこを打ち付け、

救急搬送となってしまい、この事故がきっかけで本人は、A 病院に緊急入院す

ることとなった。 

 

 

6. 入院生活 

 

入院中はまず、薬物調整が行われ、10種類ほどであったのが、5種類に減量

された。歩行のふらつきもなくなり、意識レベルもはっきりするようになった。 

てんかん発作は、入院前、多い時で月に 3回あったものが、3か月の入院中、

発作があったのは、1回のみであった。 

病院の脳波検査では、てんかん発作に関係するような異常波はほとんどみら

れず、怒りがてんかん発作につながっていくのではないか、という主治医の話

があったが、この検証はできなかった。 

新しいことや変化に対して、拒否をみせることもあったが、イラスト入りの

絵カードを使用することによって、スケジュールに合わせた行動ができるよう

になっていき生活リズムの改善が進められた。 

3 カ月間の入院中、病院と連携を取る為に、1 週間に 1 回は、寮看護師、サ

ービス管理責任者、担当職員が面会に行き、状態を確認した。また、退院後の

支援の組み立てのために、ケースカンファレンスを 1ヶ月に 1回、計 4回開催

した。 

3カ月の入院期間を経て、平成 28年 10月に退院となるまでにかしのき寮で

の本人の生活の場を検討し、退院後の支援内容を見直すこととなった。 

まず、病院での治療中の変化と施設での再アセスメントを基に生活や支援を

大きく変更することとした。 

 

 

7． 退院後の生活 

 

退院後にむけて環境を見直すなかで、居室は、騒がしい環境である女子棟の

一室から、静かな環境である職員室近くの個室に移動することとし、食事は集

団で同時に食べていたのが、居室で 1人食事をするようにした。入浴も、個別

に一人で行い、日中活動も個別に一人で活動することとした。 

集団での活動の前に、個別の支援を強化することで本人の安定を図り、徐々

に大きな集団での活動に向けていく事を目的とした。 
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8．支援について 

 

① 支援方法は、まず、本人の支援マニュアル（手順書・写真 1）を作成し、

職員間で統一した支援を図ることとした。その日の勤務者の一人が彼女の

居室に食事を運び、入浴の際にも必ず一人が付き添い支援を行うなど、一

つ一つの支援内容について担当者を決めていった。手順書の中身において

も、支援する中で、その都度修正を入れ、変更した方が良いと思うところ

は、各職員が赤字で記入したり、付箋を貼り、一人ひとりが意識的に手順

書作成に協力し、変化をさせながら適切な本人への手順書となっていった。 

 

 

＜写真 1 支援マニュアル＞ 
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② 入院中、病院で使っていた絵カード(写真 2，3，4)と同じものを、使用し

て視覚支援を取り入れた。今では本人は一つの行為が終わるたびに、自身

で絵カードをめくり、次の予定を確認し混乱を減らしている。 

 

 

＜写真 2＞       ＜写真 3＞      ＜写真 4＞ 

   

 

 

③ 本人が退院して 1 年が経過、他害行為の件数は、入院前 1 年間の総数は

146 件、多い時で、月に 20 件あったが、退院後の 1 年間の総数は 15 件

であり、入院前の１年間と比べると、約 10分の 1にまで減少した。また、

てんかん発作は、入院前は 18 件あったのが、退院後はみられなかった。 

怒りがてんかん発作につながっているのではないかと、推察されていたこ

とから考えると、退院後は、怒りを感じることなく落ち着いて生活できて

いると推測できる。入院前、執拗に迫った職員別の本人独特の挨拶は、退

院後は、ほとんどなくなっていた。 
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9． これからの支援        

 

入院をきっかけに、医療と福祉の連携で、施設で抱え込んでいた本人の支援

を見直すことができた。今後の本人の支援について「新しいことは半年か 1年

に１つ。」という主治医のアドバイスの基、今年の 8 月から、入院前からよく

通っていた園内の喫茶店に行けるようになった。ただ、太り気味の体形である

ことから、主治医から行くことが許可されたのは、月に 1回のみである。 

「もう少しだけ体を動かしてもらいたい。散歩を取り入れてはいけませんか？」

と相談したところ、「この安定を大事にしたほうがいい。」とのことであった。 

現在の落ち着きは、些細なことがきっかけで調子を崩す可能性が十分にあるこ

とを考えると、主治医の言われる通り、まだしばらくの間はこのまま様子をみ

ていくのが、いいのかも知れないが現在 1年以上居室の中だけで、ほとんどベ

ッドで横になって一日を過ごしている本人をみていると、「この状態が本人にと

って本当にいいことなのか。」と不安が募るのも、支援者が抱える課題である。 

本人の行為のマイナスの面ばかりに目が行きがちであるが、普段一番近くに

いて支援している私達は、本人のいいところ、プラスの面も知っている。入院

前から、一日中、毎日暴れていたわけではなく、普段は静かに自分のペースで

生活されている。今も姉とのレストランへ昼食外出に出かけられ、何の不安も

問題もなく戻られている。可愛らしい面も持っており、髪の毛を切った本人に、

「かわいくなったね。」と声を掛けると、「でしょ。」と笑顔で答え、職員が髪の

毛を切ってくると、「床屋さん言った？」と必ず声を掛けてくれる。 

私達の退院後のこれまでの支援は、刺激が多いと混乱するからと、必要最小

限の支援しかせず、本人にも余分なことはさせない、そういう支援であった。

そのことによって、興奮することは少なくなり、落ち着いて生活できるように

なってはいる。 

しかし今後は、本人がどういったことに喜び、笑顔を見せるのか、というこ

とも考えて支援を行うべきであるだろう。 

「健康」のことを考えると、制限する必要があるが、食べることが大好きな

本人の楽しみも大切にしていきたい。私達支援者は、施設の中であらかじめ決

められた献立の食事をしている本人の、「自分の好きな物を食べる」という楽し

みを大切にしていきたい。 

「安定」や「健康」を大切にしながらも、生活の中での「楽しみ」も大切に

する、そんな支援を考えることが福祉の役割、福祉だからできることであると

考える。 
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10．まとめ 

 

本人が落ち着いて過ごせている要因として、第 1には、入院中の薬物調整が

うまくいき意識レベルがはっきりしたこと。第 2には、人と音の過度な刺激を

減らし、静かな環境設定したことにより、周囲から不安な刺激をうけることな

く落ち着いて生活できるようになったこと。第 3には、手順書を作り、職員が

支援の統一を図ることにより、不安や混乱を招かない関わりができるようにな

ったこと。第 4には、絵カードによる視覚支援を行うことにより、本人にとっ

て伝わりやすく、分かりやすい支援を行うことができるようになったこと。 

これらは私達支援者が本人の障がいに対する理解が不十分であったため、本

人に辛い思いをさせてしまったのではないかという振り返りであり、遡ると入

所以来、本人が言葉の理解があると認識したことが、一方的な支援に陥ってし

まい最終的に行動化する暴力に至ったのではないかという事である。 

職員一人ひとりのイントネーションや伝え方、言葉選びまで十人十色、同じ

ような内容であっても実は言葉だけでは理解しにくい点が多くある。単語であ

れば分かりやすいことでも、言葉にすることで複雑になってしまう。そのうえ

で、人が違えば同じようにすることも変わってくることがあったのだという共

通の理解が職員で共有でき、本人が混乱することない日々の暮らしの支援を行

うことで一定の安定が得られたことは大きな収穫であった。 

一日のスケジュールは、本人のわかる文字やイラストで視覚的に提示する必

要があったということ。入院中の薬物調整が成功したとはいえ、退院後にも施

設での生活環境や支援方法を変えた結果、これだけの落ち着いた生活を手に入

れることができたことを考えると、本人のこれまでの行為は、自身の障がいと

いう内部的要因よりも、むしろ環境や支援方法という外部的要因が大きかった

のではないかと結論付けることができる。 

私達は 33 歳の一人の女性の現在のことだけではなく、これからのこと、将

来について考えていくことを医療と連携とりながら、今とこれからを大切に思

いながら支援を続けていく。 

 

 

 


