重度訪問介護の入院時支援に関する
現状についての研究
―事業所、医療機関、行政機関、利用者を対象とした調査より―
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研究の背景と目的

重度訪問介護

 平成30（2018）年４月の障害福祉サービス等報酬改定に伴い、重度訪問
介護はサービスの対象が拡大し、医療機関に入院時の支援が可能となった。
 重度の障害者が入院中の医療機関において、利用者の状態を熟知してい
るヘルパーを利用して、そのニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支
援を行うことが目的であり、重度訪問介護を利用することで円滑な入院と適
切な治療が行われることが期待されている。
 適用される対象者は、「障害支援区分６に該当し、病院等へ入院又は入所
する前から重度訪問介護を利用している者」とされ、また、対象となる支援
内容は、利用者ごとに異なる特殊な介護方法について、医療従事者などに
的確に伝達し、適切な対応につなげること、強い不安や恐怖等による混乱
（パニック）を防ぐための本人に合った環境や生活習慣を医療従事者に伝達
し、病室等の環境調整や対応の改善につなげることなど、コミュニケーション
支援が基本とされた。

 一方、入院時支援を実施した事例はまだ少なく、実態把握と対象拡大によ
る効果や課題の検証が求められている。
 重度訪問介護のサービスを提供している指定事業所への調査を実施すると
ともに、医療機関、行政機関、サービス利用者等を対象とした調査を実施し、
重度訪問介護の入院時支援の実態についての全体像を把握し、その効果
の検証を行うことを目的とした。

対象者
 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者若しくは精神障害
により行動上著しい困難を有する障害者
 障害支援区分４以上
支援内容
 身体介護，家事援助，見守り，外出時の介護を総合的に提供

医療機関に入院時の支援も対象（平成30年4月～）
対象者
 障害支援区分６
 病院等へ入院又は入所する前から重度訪問介護を利用している者

支援内容
 利用者ごとに異なる特殊な介護方法について，医療従事者などに
的確に伝達し，適切な対応につなげること
 強い不安や恐怖等による混乱（パニック）を防ぐための本人に合っ
た環境や生活習慣を医療従事者に伝達し，病室等の環境調整や
対応の改善につなげることなど
 コミュニケーション支援が基本

（本研究は、令和元年厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究「総合支援法の見直しに向けたサービスの実態把握及びその検証のための研究」の一部である）
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研究の方法
●以下の６つの調査を実施した。
■調査１：都道府県、政令指定都市、中核市（指定権限のある125自治体）へのアンケート調査（悉皆）
目的：入院時支援の実績がある指定事業所の把握調査
対象：都道府県、政令指定都市、中核市の担当課職員
■調査２：指定事業所への郵送によるアンケート調査（悉皆）
目的：入院時支援の状況把握
対象：調査１で情報を得られた指定事業所の職員
■調査３：指定事業所へのヒアリング調査（抽出）
目的：指定事業所での状況把握
対象：調査２で調査協力の承諾が得られ、入院時支援の利用者、頻度が多い指定事業所の職員
■調査４：医療機関へのヒアリング調査（抽出）
目的：医療機関での状況把握
対象：調査３で情報を得られた入院時支援の実績がある医療機関の看護師、MSWなど
■調査５：自治体へのヒアリング調査（抽出）
目的：自治体での状況把握
対象：調査１、２で情報を得られた入院時支援の実績がある事業所が多数ある自治体の担当課職員
■調査６：利用者へのヒアリング調査（抽出）
目的：入院時支援の状況と利用者のニーズの把握
対象：調査３で情報を得られた入院時支援を受けた経験がある利用者

倫理的配慮
 調査の手続きについては、国立のぞみの園調査研究倫理審査委員会で承認を得た。

結果① 都道府県、政令指定都市、中核市への アンケート調査（調査１）
 対象とした125自治体のうち、125自治体から回答を得た（回収率100％） 。
 その結果、34自治体から入院時支援を行っている重度訪問介護事業所238事業所の情報を得た。

結果② サービス提供事業所に対するアンケート調査（調査２）
 調査１により情報提供があった指定重度訪問介護事業所238か所を対象とした郵送によるアンケート調査を実施。
 その結果、95事業所から回答があった（回収率39.9％）。そのうち、94事業所を有効回答とした。

①契約者数
 令和元（2019）年９月末日での契約者数は、「１～４人」が30か所（31.9％）、「５～９人」が29か所（30.9％）であった（図１）。
 １事業所平均の契約者数は7.1人であった。

②契約者の障害種別
 契約者の障害種別は、身体障害が525人（61.1％）、難病が184人（21.4％）、知的障害が123人（14.3％）であった（図２）。
※本調査では障害種別ごとの人数を回答してもらったため、重複での回答が含まれている

③入院時支援を行った利用者数
 入院時支援が「ある」と回答があった70事業所のうち、平成30（2018）年４月から令和元（2019）年９月の間で入院時支援を行った利用者数は、
「１～４人」が57か所（81.4％）、「５～９人」が６か所（8.6％）であった（図３）。

④入院時支援を行った利用者の障害種別
 平成30（2018）年４月から令和元（2019）年９月の間で入院時支援を行った利用者の障害種別は、「身体障害」が102人（46.8％）、 「難病」が91人
（41.7％）、「知的障害」が18人（8.3％）であった（図４）。
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図４ 入院時支援を行った利用者の障害種別

図３ 入院時支援を行った利用者数

 重度訪問介護の契約者の障害種別は、身体障害が61.1％、難病が
21.4％、知的障害が14.3％であったが、入院時支援の利用者の障害種別
は、身体障害が46.8％、難病が41.7％、知的障害が8.3％であり、入院時
支援の利用者は難病が多く、知的障害が少ないことがうかがえた（表１）。
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表１ 障害種別ごとの契約者数と入院時支援利用者数
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結果③ サービス提供事業所を対象としたヒアリング調査（調査３）
（１）対象者
 調査１、調査２で情報を得られたもののなかから抽出し
た指定重度訪問介護事業所を対象に、ヒアリング調査
を実施した。
 対象の５事業所は、契約者総数137人に対して入院時
支援を行った利用者総数は44人（32.1％）であった。
 利用者の障害種別は身体障害、難病が多く、難病は
ALS（筋萎縮性側索硬化症）、パーキンソン病、多発性
硬化症、筋ジストロフィーなどが多かった。

表２ ヒアリング調査対象者（令和元年９月末日現在）
事業所名

契約者数
（カッコ内は障害種別）

入院時支援を行った利用者数
（カッコ内は障害種別）

Ａ事業所

28人（身体27人、知的3人、難病4人）

13人（身体12人、知的2人、難病4人）

Ｂ事業所

31人（身体2人、難病29人）

11人（難病11人）

Ｃ事業所

６人（身体6人、知的6人）

６人（身体6人、知的6人）

Ｄ事業所

30人（身体30人、知的17人、難病10人、 15人（身体15人、知的8人、精神1人、
精神、発達、高次脳機能1人）
高次脳機能1人、難病9人）

Ｅ事業所

42人（身体42人）

11人（身体11人）

（２）回答の内容
●コミュニケーション支援
 基本はコミュニケーション支援
 呼吸器の利用者の伝えたいことを看護師に伝える
 文字盤を読み取って医師や看護師に伝える
 文字盤の読み取りの際などは、他の患者への配慮からなるべく声を出さないように工夫している
●外出支援
①支援の内容  医療型障害児入所施設、療養介護では、施設が医療機関の扱いとなっており、施設の利用者の外出支援を重度訪問介護で行って
いる
●利用者のニーズ
 コミュニケーション支援だけではなく、身体清拭や口腔ケア、ベッド周りの清掃、排泄介助、体位交換、食事介助などを求めら
れることがある。
 病院の人手不足等の事情により、状況によっては早急な体位交換や喀痰吸引等が必要になる場合があり、対応に迷う場合がある
 一人暮らしの利用者から、金融機関に行ってお金をおろすことや、洗濯など身の回りの生活支援を求められることがある

●利用者の安心感
 馴れているヘルパーが付き添うことでの利用者の安心感が大きい
 家族の安心感が増した
●負担の軽減と重症化の予防
 以前は、該当する障害福祉サービスがなかったため、自費でヘルパーを雇って付き添っていた
 これまで、ほとんど家族や日中利用している施設の職員が付き添ってくれていた
②制度の効果
 これまではがんばって入院しないようにしていたというケースがあった。重症化の予防につながっている。
 熟練のヘルパーが付き添うことで、コミュニケーションが円滑に取れ、病棟看護師に素早く伝えることができ、速やかな処置に
つながっている
●医療機関との関係の構築
 病院の受け入れは、以前に比べるととても良くなった
 ヘルパーが入ることで「助かった」と感謝されることがあった

●利用者のニーズへの対応
 利用者のニーズとして身体介助を求められることが多い
 状況によっては身体介助が必要になる場合がある
●医療機関との役割の確認
 医療と福祉の間で責任の所在をどうするかの事前の打ち合わせが必要
●遠方の入院先の対応
 入院先が遠方の医療機関だったため、ヘルパーが遠くて派遣できないことがある
 訪問先が変わることで交通費用が多くかかることが増えた
●医療機関の周知、対応
 病院によってヘルパー受け入れを断られるケースがある
③制度の課題  個室を条件に付けられることがある
 夜間、防犯上や安全上の理由で受け入れてくれないことがある、夜間の利用は個室なら可能だが、多床室では不可と断れること
が多い
 病院によって対応が違う場合がある、医療機関で制度が周知されているところとないところがある
●自治体の対応
 サービス支給を認めない自治体がある
 自治体によって支給時間数、入院時支援の可否にばらつきがある
 家族が対応できるという理由で行政から断られたケースがあった
●その他
 利用者のニーズはあっても対応できる事業所が少ない、ヘルパー不足が課題
 制度自体は、支給単価が低いこともあり実際に支援を行っている事業所が少ない課題がある

結果④ 医療機関を対象としたヒアリング調査（調査４）
（１）対象者（Ｆ病院）
 平成30（2018）年４月以降に重度訪問介護を利用して入院した障害者の数は13人（障害種別は、重度心身障害、筋ジストロフィーなどが多い）であった。

（２）回答の内容
●看護師の支援
 事業所のヘルパーには、患者への説明，患者とのコミュニケーション支援をやってもらうことが主であるが、体位変換など、
日常的に関わっているヘルパーが患者のことをよくわかっているため、ヘルパーに一緒に手伝ってもらう場合がある
 ナースコールなど訴えがあっても看護師がすぐに対応ができない場合もまれにあり、喀痰吸引やおむつ交換を手伝ってもらう
場合もある
①支援の内容 ●制度開始後の対応
 元々重症心身障害児者や重度の知的障害者、筋ジストロフィー等の障害者の利用が多く、平成30年４月に制度ができてから、
すぐにサービス利用の患者の受け入れがあったため、周知はできていた
 しかし、制度開始後すぐの入院時支援の際に事業所側と齟齬があり、トラブルになった経緯があった
 そのため、病院側で事業所向けのマニュアルを用意して、事前に事業所と必ず確認をし、署名捺印をしてもらったうえで支援
に入ってもらっている
●不安の解消と社会参加の広がり
②制度の効果  コミュニケーションをヘルパーが手伝ってくれることで本人の負担が減り、不安の解消につながっている
 外出支援が可能になったため、社会参加の機会が広がり、精神面の安定につながるケースも多い

③制度の課題

●医療と事業所との役割の確認
 病院で起こることは医療側の責任となるため、ヘルパーにやってもらうこと、役割について事業所側との事前の確認が重要で
ある
●ヘルパーを受け入れることへの課題
 事業所のヘルパーが私服でエプロンの着衣もないことが多く、衛生面で気になることがある
 ヘルパーが入ることで病室にスペースを確保することや、他の患者の目など配慮が必要になる

結果⑤ 自治体を対象としたヒアリング調査（調査５）
（１）対象者（Ｇ自治体）
 約10年前から自治体独自のサービスとして「重度障害者入院時支援員派遣事業」を実施していた。具体的には、市内居住者で在宅の者、障害支援区分６
かそれに相当する障害のある者が対象で、１年間で105時間利用できるものである。
 平成30（2018）年度から重度訪問介護の入院時支援が可能になったため利用実績は減っているが、重度訪問介護の対象外である障害児や障害支援区
分６以外の利用者にとっては必要なサービスになっている。

（２）回答の内容
●重度訪問介護の利用状況
 利用実績（１か月平均）は、平成30（2018）年度が322人、令和元（2019）年１月は380人で、年々増加傾向
 そのうち、入院時支援の請求があった実利用者数は、平成30（2018）年度、令和元（2019）年度で合わせて69人
 利用者層は、医療的ケアが必要な重度障害者、筋ジストロフィー、脳性麻痺、難病がある者等が多かった。
●各相談への対応状況
①支援の内容  事業所からの問い合わせでは、入院中の食事介助などコミュニケーション支援以外のサービスについての可否を問われることが
あり、制度として認められないと回答をしている
 医療機関からの問い合わせでは、これまで自治体で行っている施策との違いや、ヘルパーにどこまで支援をやってもらえるのか
など
 利用者からの問い合わせでは、普段は居宅介護のサービス利用のみで、入院をする際に重度訪問介護の利用を希望する人があり、
その場合は制度が使えないため、不可として窓口で対応することがあった

②制度の効果

●ヘルパーの効果
 入院中も利用者にとって馴れているヘルパーによるコミュニケーション支援が可能となったことは大きい

●サービスの広がりと対象範囲
③制度の課題  事業所は報酬単価の高い居宅介護をやりたがるため，重度訪問介護のサービスがなかなか広がらない
 制度から漏れている障害児や障害支援区分６に満たない者への対応が課題。ニーズは高い

結果⑥ 利用者を対象としたヒアリング調査（調査６）
（１）対象者（Ｈ氏）
●40代男性、身体障害（筋ジストロフィー）。人工呼吸器を使用しており、長年重度訪問介護サービスを利用しながら単身生活を送っている。

（２）回答の内容
●コミュニケーション支援
 平成30（2018）年４月以降、２回入院し、重度訪問介護のサービスを利用した。そのうち１回は２週間の入院期間であった。
①支援の内容  入院の際は、普段から馴れているヘルパーに付き添ってもらったため、自分の気持ちや希望など伝えたいことをヘルパーが的確
に医師や看護師に伝えてくれることで、コミュニケーションの不安はなくなった
 一方で、食事介助ひとつとっても慣れている人でないと難しい場合があり、コミュニケーション支援だけでは不十分と感じる
●不安の軽減とスムーズな対応
 以前は、入院する際は自治体独自の入院時コミュニケーション支援の制度を利用していたが、利用できる時間数が足らなかった
ため、自費でヘルパーを雇って利用せざるをえなかった。入院の際の病院とのやり取りも自ら行っていたため、コミュニケー
ションが十分に取れない不安が大きかった
②制度の効果
 重度訪問介護が入院時に利用できるようになり、入院することの不安は軽減された
 ヘルパーが入ることで、看護師などに介助の方法を伝えることができるようになり、スムーズに対応してもらえるようになった
と感じる
●病院の対応
 重度訪問介護が利用できるようになったことでかなり入院はしやすくなったが、実際の利用の際は、特に病院とのやり取りにま
だ大変さがあると感じる。現状では、どこまで配慮されるかは病院次第とも言える
 ヘルパー利用は認めるが、人工呼吸器の音がうるさいから個室をお願いされたこともあった
③制度の課題  ＩＣＵにはヘルパーは一切入れないため、そうなると宿泊での入院は難しくなる
 そもそも病院が制度のことを知らない場合があり、病院の事務方に断られることがあった。病院によって対応に差があると感じ
る
 病院もどう対応していいのかわからないのではないか。通知だけではなく、対応マニュアルのような事例を通した知らせ方が必
要なのではないか

考察
（１）制度の効果
①利用者の安心感の創出
 日常的に関わりがあって馴れているヘルパーが付き添うことでの利用者の安心感が生じていることがうかがえた。
 医療機関の安心感にもつながっており、ヘルパーから必要な支援や介助方法などを適切に伝えられることでケアの向上も図られていると考えられた。

②入院から治療に至るまでの時間短縮
 以前は、病院内での付き添いは家族や限られた支援者のみの場合が多く、入院した場合は障害者本人が医師や看護師とやり取りをすることが多かった。特に
コミュニケーションが困難な人は、十分に希望を伝えることができない場合が多く、適切な介助方法が伝わらず結果的に長期化することがあった。
 本調査では具体的なデータは確認できなかったが、障害者本人の意思や介助方法が円滑に伝わることで、医療機関での適切で速やかな処置が可能となり、
入院から治療に至るまでの時間短縮につながっていると考えられた。

③重症化の予防
 対象拡大以前は入院をする際、障害者本人や家族が医療機関と必要な支援の伝達などをやらなければならなかったため、その手間や負担は大きかった。
そのため、入院すること自体をためらい、結果的に重症化に至ることもあったという事例が多かった。
 重度訪問介護の利用が可能となり、円滑な入院と治療が可能となり、重症化の予防につながっていると考えられた。

（２）今後の課題
①遠方の入院先の支援
 入院先の医療機関が遠方になった場合、ヘルパーを派遣することが現実的に困難となり、時間が過度にかかったり交通費の負担が増える。
 地域によっては医療機関が遠隔地にあったり、重度訪問介護事業所が少なく普段から遠方の支援を行っている場合も推測され、特に地域の状況によって
支援の可否に関わってくると考えられた。

②医療機関の対応と事前の役割の整理
 事業所、利用者へのヒアリング調査より、医療機関による対応に差が生じている状況があることが推察された。
 一方で、訪問介護のサービスを利用して入院をする事例が増えていることと、医療機関の受け入れが広がっていることが考えられた。
 入院に際して、障害者本人（と家族）、事業所、医療機関が連携を密にして、必要な支援や役割の確認を行うことが重要であることが示唆された。

③利用者のニーズへの対応
 事業所から、入院時に「利用者から身体介助を求められる」「状況によっては身体介助が必要になる場合がある」ため、判断に迷うといった回答があった。
 利用者から、馴れているヘルパーに微妙な体位交換をやってもらいたい、食事介助をしてもらいたいなどの意見が多くあげられていた。
 利用者のニーズに対応する観点で、今後も検討が必要と考えられた。

④知的障害者が利用しやすい制度や環境の整備
 コミュニケーション支援の必要度が高いことが推測される重度の知的障害や自閉スペクトラム症などの利用者にも有効であると考えられるが、調査結果より、
現状では利用する頻度が少ないことが明らかになった。今後知的障害者が利用しやすい制度や環境の整備が必要になると考えられた。

