
社会福祉法人宏緑会 重症心身障害児者施設



2022年11月開設予定
場所 東海市名和町長生9-10



目的 (purpose)

私たちは医療と療育を通じ、障害のある人が地域とともに生きて
いくために存在します。

使命（mission)

障害のある人が尊厳をもって生きて行けるように支えます。

未来像（vision)

知多半島の小児在宅医療ネットワークの中心となり、障害のある
人もない人も共に支えあう地域を創ります。

施設がめざすところ



様々な人が集う場所
子どもの育ちを支える場所
でありたい

“遊べる” 場所 でありたい

困っているお母さんたちの力になりたい。



対象

概ね40歳までの方を優先します。重症心身障害児者・医療的ケア児者

や在宅療養を必要とする子ども

⚫NICUや高次機能病院に長期間入院している、自宅に退院できない子ど

も達

⚫これから在宅療法を開始する子ども達の在宅移行支援

⚫在宅療養中の子ども達の短期入所 レスパイト

⚫保護者の病気、高齢などにより世話が受けられなくなった子ども達

⚫小児がんの子ども達 最期の時間を家族でゆっくり過ごす。



特徴
• 大同こども総合医療センターが運営する施設であり、既存の

施設になはなかった乳幼児期の重症児も対象とします。

• 人工呼吸器が必要な児を多く受け入れます。

• 保育士を多く入れることで 「動ける医療的ケア児」の入所（短期）

も可能とします。

• 短期入所数を多く受け入れ、緊急時のニーズに応えます。

• 終末期を家族で過ごすケースも想定（悪性腫瘍のターミナルケア）

• 健常児との交流、子育て支援機能を持ちます。



ヘルパー

ステーション

児童

相談所
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福祉課

三次救急
NICU

転院

大同病院 在宅支援診療所

“にじいろのいえ”が在宅療養支援
活動の中心となる。

退院支援
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薬局

相談支援
児童発達支援
短期入所

検査・体調悪化時の入院
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医療的ケア児支援センターに指定



施設の内容

⚫医療型障害児入所施設/療養介護 64床

⚫空床利用型短期入所

⚫医療型児童発達支援（ばるーん）定員 10名

⚫放課後等デイサービス（ういんぐ）定員 10名

⚫生活介護（ぶりっじ）定員 20名

⚫障害児相談支援（はうす）

⚫訪問診療・訪問看護

⚫外来・外来リハビリ

入
所

通
所





エントランス

災害時には 福祉避難所になります。
カフェがあり、ちょっとしたお買い物も。 ミーティングもできます。



リハビリテーション

外来リハビリテーション
通所のリハビリテーションを行います。





入所スペースのダイニング

日中はダイニングか屋外で活動します。



居室のリビングルーム

各エリアにリビングルーム
キッチンを併設し、ここでお食事や栄養を入れることも。
居室から出て、ここでみんなで寛ぎます。



居室

ここは眠るところ 休むところ
一人でテレビを観ているのはつまらないので、テレビはありません。



トイレ

できるだけトイレで排泄が
できる様に。

おむつ交換もトイレで
行います。

このタイプはお尻が冷たい

このタイプは通所・居室１ヶ所づつ準備

株式会社トマト トイレベッド



お風呂

しっかり温まるお風呂を選びました。

通所でもお風呂に入れます。 OG wellness  セレーノ

夏はこれでもいいかな・・



通所・入所の登録について

通所・入所をご希望の方は・・・

①クリック

必須事項を入力してください

ホームページの
利用登録（通所・入所）をクリック
登録ホームから
必要事項を入力してください
後日、詳しいメールを送付します



入所について ショートステイ

9月〜

外来受診

•サポート内容や保護者の希望を確認

•お子さんの状態、必要なケアの確認

•利用案内

10月

重要事項説明

11月〜

お試し入所

•１泊2日

利用開始
•オンライン

予約

・オンラインで行います

⚫ 診療予約はオンライン予約とします。

⚫ 最終的には 入所の約半数を短期とします。



入所中の医療について

⚫病院と同様の管理

状態に応じて モニター管理します。

⚫体調不良時

点滴・抗生剤投与などは行いますが 病状により大同病院へ搬送します。

⚫体調管理 ケア

入所中はリハビリ、歯科衛生士による口腔ケアを行います。

医療的ケアは、自宅でお母さんが行っていた方法に準じて行います。

⚫食事

食べやすい 美味しい食事をで切るだけ「口から」食べます



呼吸管理について

排痰

⚫体位変換や呼吸リハビリテーションを行います。

⚫排痰補助装置を使います。 ⚫加温加湿を見直します



入所中の活動について

お散歩

お花を育てる
絵本を読む

学ぶ

調理実習

骨を強くするために
1日30分は外に出ます



入所にあたってのお願い事

感染対策

⚫年齢相当の必要なワクチンは全て接種をお願いします。

⚫薬剤耐性菌などを保有している子どもさんは 感染対策をしっか

り行って受け入れます。

⚫清潔に過ごすために 衣服やタオル類などは洗濯したものを十分

準備してください。

ケアについて

⚫衛生資材（吸引チューブなど）の種類や

管理方法が今ままでと違うかもしれません。



体調悪化時

⚫他の病院を受診する必要がある場合、入院が必要な場合

は付き添いをお願いします。

利用可能な日
⚫土曜日・祝日も利用できますが 土曜日を初日とした利用は

緊急時以外は避けていただきたいです。

⚫オンラインで予約を行います。

面会について
⚫面会は不審者の侵入を防ぐために、予め登録された方にします。

面会時間内にお願いします。



“動く医療的ケア児” と言われるお子さんたち

昼の間は リビングやお外でみんなで活動します。

しっかり活動して 眠くなったら自室に戻ります。

活動を支えるスタッフが見守ります。

友達が一緒なら 大丈夫。

夜間はベッドからの落下を防止

モニターとスタッフで見守ります。



保護者が高齢になると心配・・

医療的ケア児支援センターとして
➢自分でできることは自分でやりたい

➢仕事をしたい

➢一人暮らしをしてみたい・・ など様々な希望が実現できるように。

保護者が看るのではなく 地域の中で生きていけるように。

地域の中の様々な施設や事業所と連携して、希望する生活が

できるようにサポートしていきます。

“にじいろのいえ”が生活を支える 基点 となります。

施設入所が本当に幸せなのか・・ 本人は もっと違う希望があるかもしれない。
多様な選択肢があっていい。



外来・リハビリテーション・訪問診療・指導

診察

⚫気管カニューレ・胃瘻交換 定期点滴など だいどうクリニック在宅診療部でも可

⚫発達障害児の相談外来 予防接種

⚫ポジショニング外来 車椅子の調整 装具などの調整

⚫整形外科外来 ボトックス注射など

リハビリテーション PT OT ST

⚫拘縮防止 ポジショニング 歩行訓練 呼吸リハビリ

⚫発達性協調運動障害児のリハ（発達障害児）

⚫摂食嚥下障害 言語訓練

訪問

⚫訪問診療 ●訪問栄養指導



通所について

⚫令和5年1月 開所を目指しています。

⚫送迎を行います。

⚫内容

お子さんの発達段階に応じての活動、遊び、リハビリ、入浴など

を行います。



災害時にどのように支援ができる？

多くの医ケアの子供たちは在宅避難か。

電源と水の確保が問題

家にいられない場合は
福祉避難所へ

電源・衛生
資材の支給

昼の間なら
特別支援学校
児童発達支援事業所など

所在確認

サポートブック作成
（個々の医療やサポート内容）



“にじいろのいえ” は福祉避難所

にじいろのいえ

⚫ 電源供給
⚫ 衛生資材・生活資材を近隣の施設に集約（小学校など）
⚫ 知多半島地域の医療的ケア児の情報集約

県本部 DMATと連携



医療的ケア児支援センター

医療的ケア児支援センターの設置

⚫ 愛知県医療療育センター（基幹）

• 一宮療育センター

• 青い鳥療育センター

• 三河青い鳥療育センター

• 信愛療育センター

• 大同子ども総合医療センター

• にじいろのいえ

役割
・相談窓口
・情報提供
・コーディネート機能
・教育・研修会企画



あいち医療的ケア児支援センター Hpより

だいどう

にじいろ

令和4年11月までは「だいどう」が兼ねる



医療的ケア児等コーディネーター

どのような職種？

主に相談支援員、保健師など

求められる役割

⚫ 地域での情報をよく知っている。

⚫ 医療的ケア児と家族の状況を踏まえた支援計画作成

⚫ 医療、福祉、教育など関係機関と連携し、協働できる

チームをつくる。

医療的ケア児支援センターと主治医と
コーディネーターが連携する必要



医療的ケア児支援センター の役割

相談例

1.サポートについて困っている場合

⚫小児科から内科に移るように言われた。どこを受診したらいい？

⚫訪問診療をお願いしたいのだけれど・・

⚫病状が不安定で心配

⚫保護者が病気になってしまった、出産時どうしよう。 Etc

2.一般の保育園・小学校に通いたい

⚫受け入れまでの段取りをサポート 市町村との交渉

⚫医ケアの実習など 安心して通園・通学できるようにサポート

サポート体制
を見直します

コーディネーターと連携します



情報交換

コーディネーターと定期的に情報交換

地域の課題、ネットワークつくりをします。

このはネットで患者ごとの情報共有

研修会 勉強会開催

だいどうクリニック在宅診療部とともに勉強会を企画します。



最後に

急性期病院として 10年以上前から小児在宅医療にとり組んできました。

多くの課題がありましたが 我々のモットーは

「課題」を課題で終わらせない。

まだまだ課題がたくさんあります。

子どもたちのために（保護者のために）地域のみんなで

力を合わせて 取り組んでいきたいと思います。


