
国立病院機構における
重症心身障害児者病棟の取組について

（独）国立病院機構 本部医療部医療課
医療企画専門職 岡村 武記

両親の集い（Web版）



１．NHOについて

２．NHOの感染対策について

３．NHOの日中活動支援について

目 次

2



１．NHOについて

２．NHOの感染対策について

３． NHOの日中活動支援について

目 次

3



平成１６年４月１日～
国立病院から『独立行政法人国立病院機構』として設立

《業務》
① 医療を提供すること
② 医療に関する調査及び研究を行うこと
③ 医療に関する技術者の研修を行うこと
④ 上記に付帯する業務を行うこと

病院数 １４０病院
運営病床数 ４９，７６０床

（令和4年４月１日現在の運営病床数）
職員数は６０，７３６人

（令和4年４月１日現在の常勤職員数）

国立病院機構の理念
私たち国立病院機構は
国民一人ひとりの健康と我が国の医療の向上のために
たゆまぬ意識改革を行い、健全な経営のもとに
患者の目線に立って懇切丁寧に医療を提供し
質の高い臨床研究、教育研修の推進につとめます

国立病院機構の病床シェア
（政策医療のセーフティネット）

1:筋ジストロフィー:約94%
2:心神喪失者等医療観察法:約5０%
3:重症心身障害:約37%
4:結核:約3２%

独立行政法人 国立病院機構（NHO)について
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事業体系図

① 患者の目線に立った、安心・安全で良質な医療の提供
② 危機管理の観点から、大規模災害や感染症発生時に、病院ネットワークを活用して確実に対応
③ 他の設置主体では必ずしも実施されない医療の提供（セーフティネットとしての機能の発揮）
④ 医療計画等（５疾病５事業及び在宅医療）に対応し地域のニーズにあった医療の提供
⑤ 在宅医療との連携など地域包括ケアシステムへの貢献

診
療
事
業

① 病院ネットワークを活用した独自のプログラムに基づく質の高い医療従事者の育成
② 医師、看護師のキャリアパスの充実を図るとともに、

チーム医療に貢献できる高度な専門性をもったメディカルスタッフの育成
③ 地域医療に貢献する医療従事者等に対する研修事業の実施

事
業

教
育
研
修

① 病院ネットワークを活用した診療情報の収集・分析と情報発信機能の強化
② 科学的根拠に基づく医療（ＥＢＭ）を提供するための大規模臨床研究の推進
③ 迅速で質の高い治験の推進
④ 先端的医療機関と研究協力・連携し、先進医療技術の臨床導入を推進
⑤ 臨床研究や治験に従事する人材の育成

事
業

臨
床
研
究

新たな治療法の開発や
新薬の開発など

最先端の治療

国民一人ひとりの健康と我が国の医療の向上のために、たゆまぬ意識改革を行い、健全な経営のもとに、
患者の目線に立って懇切丁寧に医療を提供し、質の高い臨床研究、教育研修の推進につとめます

ー 全国１４０の病院ネットワークの活用 ー

災害医療

学会発表
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中期目標（抜粋）
第３ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項

１診療事業
患者の目線に立った安心・安全で質の高い医療を提供し、地域包括ケアシステムの構築及び地
域医療構想の実現に積極的に取り組むとともに、国の医療政策に貢献すること。

（３）国の医療政策への貢献
機構の人的・物的資源や病院ネットワークを最大限活用し、以下の取組を実施すること。

災害や新型インフルエンザ発生時など国の危機管理に際して求められる医療について、国や
地域との連携の強化により、災害対応時の役割の明確化や災害医療現場等で貢献できる人材
の育成、厚生労働省のDMAT事務局の体制強化など国の災害医療体制の維持・発展への貢献
を含め、中核的な役割を果たす機関としての機能を充実・強化すること。また、発生時に必
要な医療を確実に提供すること。

重症心身障害、筋ジストロフィーをはじめとする神経・筋疾患、結核、「心神喪失等の状
態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」（平成15年法律第110号）
に基づく精神科医療など他の設置主体では必ずしも実施されないおそれのあるセーフティ
ネット分野の医療について、引き続き、我が国における中心的な役割を果たすこと。また、
利用者の権利を守り、在宅医療支援を含めた医療・福祉サービスの充実を図ること。

独立行政法人としての中期目標・中期計画
第４期 2019~2023年度第４期 2019~2023年度
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中期計画（抜粋）

第１ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達成するためにとる
べき措置

（２）地域医療への貢献

②在宅医療との連携など地域包括ケアシステムへの貢献
地域連携を進めつつ、各病院の診療機能や地域のニーズに応じて、
・重症心身障害児（者）、筋ジストロフィー、神経難病等の在宅療養患者の支援のための
一時的入院や通所支援等に取り組むこと
・在宅療養患者の急性増悪時に対応する体制を充実させること
・グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームを含めた在宅サービスと
の連携を行い、入退院前後の在宅支援を図ること等によって在宅療養支援を行う。
在宅療養患者やその家族に対する相談支援、在宅医療に関わる様々な主体が連携を進めて

いくに当たっての支援機能、地域の医療従事者等の人材育成、地域の求めに応じた訪問看
護・訪問診療の実施、他の主体では実施が困難な分野における国立病院機構の医療資源を活
用した新たな取組など、地域包括ケアシステムの中で在宅医療提供体制の充実に貢献する。

独立行政法人としての中期目標・中期計画
第４期 2019~2023年度第４期 2019~2023年度
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重症心身障害、神経難病、精神障害、結核など、多くの設置主体では体制の整備、経験又は不
採算とされることからアプローチが困難とされる分野についても、患者・家族が安心して治療、
療養ができるよう、各地域の国立病院機構が、セーフティネットとして支えています。

地域の中で我々NHOが中心となって支えていく医療。

結核心神喪失者等
医療観察法

神経・筋難病 重症心身障害

国立病院機構の病床シェア

約93.7% 約50.2% 約37.0% 約31.8%

（令和4年4月1日時点）

国立病院機構が担うセーフティネット系医療
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全国７５病院
●運営病床数 :８，１１６床
●全国シェア※: ３７．０％

施設数

140

（令和4年4月1日時点）

※全国シェアについては、全国重症心身障害児（者）を守る会HPに掲載された資料を参考に算出

国立病院機構で重症心身障害を担う施設数
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重症心身障害分野における多職種連携

それぞれの専門性を活かした多職種による連携

医師
歯科医師

看護師薬剤師

栄養士

歯科
衛生士

事務

療養
介助職

児童指導員
保育士

リハビリ

MSW

患者
家族

カンファレンスや患者支援会議において、情報共有・連携強化

異なる視点からの
アプローチ

多職種の
専門性を尊重

個別支援計画
の充実

立場の違いから見えて
くる「気付き」の共有

意思統一
共通理解

コミュニケーション
の向上
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療養介護
75施設

障害児
入所施設
75施設

短期入所
70施設

児童
発達支援
35施設

放課後等
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
28施設

生活介護
35施設

令和6年度に向けて、
児童発達支援センターの見直し

（地域の拠点として）

（令和4年4月1日時点）

重症心身
障害児者
医療
75施設

NHOが提供する障害福祉サービス（重症心身障害児（者）支援 等）

NHO病院 全国的にニーズが高く、
またニーズも多様化

通所系事業

入所系事業

11

療育やレクリエーション
活動を通して、障害児者
の五感を刺激したり、
また身体機能の維持向上
を図る目的がある。

NHO病院に入所する患者は、
医療度が高く、多くの支援
が必要な場合が多い。

18施設が、相談支援
事業も行っている。

相談支援事業



NHOが提供する障害福祉サービス等（重症心身障害児（者）支援 等）

患者・家族のニーズを踏まえた新たな取組にもチャレンジ

保育士やリハビリテーショ
ンを行う専門職等が、日中活
動に係る支援計画を作成し、
日中活動を支援。

日中活動支援加算

居宅訪問型児童発達支援事業

日中における活動の場を確
保し、障害児者の家族の就労
支援及び障害児者を日常的に
介護している家族の一時的な
休息を目的とする。

日中一時支援
台風や豪雨などの災害時に

在宅の重症児者等をショート
ステイといった形で事前に受
入れる。
（台風レスパイトなど）

災害時等のレスパイト

巡回療育相談事業
重症心身障害児者など、

セーフティネット医療分野を
はじめとした在宅療養患者へ
の訪問看護。
その他、在宅でのME機器の

セッティング環境の確認のた
めの事前訪問

訪問看護、訪問ME等

入
所
系

訪
問
系
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守る会の事業として、医師、
看護師、児童指導員、県担当
者等のメンバーを中心に様々
な相談に対応。
その他、自治体の事業とし

てオンラインによる巡回相談
も実施。

外出することが著しく困難
な児童に対して、病院の職員
が、療育支援、看護支援、日
常生活における基本的な動作
の指導、その他支援を行うた
めにご自宅を訪問

NHOは、地域のニーズや実情に合わせて、
様々な障害福祉サービスを提供している!!
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■地域住民向け ■医療従事者向け■高齢者施設向け

■企業向け（地元飲食店・信用金庫・観光協会等）
■市役所職員向け

■特別支援学校向け■児童養護施設向け

■新規コロナ病棟開設病院向け
■障害者支援施設向け 等

■小中学校向け

■刑務所職員向け

■職域接種会場スタッフ向け

（特別支援学校向け） （高齢者施設向け） （小中学校向け）

■医療機関向け
（安全対策・危機管理編）

■重症心身障害児者
病棟向け（R4.3）

◆組織を超えた全国向けの研修を
企画・実施

＜本部・グループ主導実施例＞

◆地域の感染拡大防止の為に工夫を凝らした研修を企画・実施
＜病院主導実施例＞

新型コロナウイルス感染症対応に係る研修事業の実施状況

■手指衛生指導者育成（R3.12月）

■臨床検査部門向け（R3.8月）

■清掃事業者向け（R3.12月）

■安全対策・危機管理編（R4.3月）

■コロナ対応初任者向け（R3.8月～12月）
■放射線部門向け（R3.９月/R4.1月）

■リハビリ部門向け（R4.2月）
■栄養部門向け（R4.1月）

■精神医療従事者向け（R3.10月）

■療育関係研修会(R4.9）14■パンデミックに備えた医療施設等のあり方(R4.9）



各病院の取組を共有し、研修資料や動画をWeb上で共有することで感染症に立ち向かう!!
NHOの知見を外部向けの特設サイトとして構築し、情報発信も行っている。

内部ポータルサイト 外部ポータルサイト
（外部WEBサーバー上に構築）ＮＨＯ内部向けの職員応援メッセージ、本部が実

施した研修の資料、動画をはじめ、NHOだより・
病院広報誌等の研修関係記事等の抜粋を整理して内
部向けに共有している。

ＮＨＯ外部向けに行う研修の予告、ダイジェスト、
動画コンテンツ等を格納する。随時更新し、内容の
充実を図り、 積極的な情報発信を行っていく。

新型コロナウイルスをはじめとした感染
症対策について、NHOの経験や知見、病
院で行われる研修イベント等を発信しま
す。

新型コロナウイルス感染症対応に係る特設ウェブサイト
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 プラネタリウム
投影機材を使い、病室の壁や天井等に星空を上映

 アニマルセラピー
aiboを利用し情緒の安定・生活の質の向上・ストレス解消

 水族館シアター
投影機材を使い、海の生物を上映

 切り絵作品展
著名な立体切り絵作家による作品の鑑賞会

 花火大会・花火鑑賞
院内敷地での花火大会の様子をyoutubuでご家族や関係者にも配信
スクリーンに花火大会を映写しての鑑賞

コロナ禍におけるＮＨＯの日中活動事例

17

コロナ禍で外出制限があるなかでの様々な日中活動の一例（各病院の取組事例）

家族との面会が制限されたことによる不安やさみしさ、ストレスの緩和
そして、日中活動を通して、ＡＤＬの維持を図る。



コロナ禍におけるＮＨＯの日中活動事例

18

 オンライン国内・海外旅行／模擬国内旅行体験
旅行会社が実施するスリランカ旅行や沖縄旅行など

 院内カフェ
お洒落なカフェの雰囲気のなかで、温かい飲み物を
飲みながら、少人数で決められたお題で会話を楽しむ

 オンラインショッピング／買い物支援
職員が洋服店に訪問し、利用者の希望にあう洋服を探し、
タブレットに表示させて、代わりに服を購入。

 大スクリーンでの映画鑑賞／模擬映画鑑賞体験
デイルームを映画館のような雰囲気にし、３台のプロジェクターを使用した
迫力ある演出で、動画鑑賞の合間に歌や楽器の演奏も取り込む。

 アロマリラクゼージョン
手浴足浴、ハンドマッサージ、リフレクソロジーなど心身の緊張の和らぎを図る。



コロナ禍におけるＮＨＯの面会等の取組事例

19

 ご家族に向けてお便りの送付
写真付きメッセージカードの送付、
オリジナルムービー（DVD)の送付

コロナ禍で制限があるなかでの面会等の取組事例（各病院の取組事例）

 オンライン面会
ビデオ通話（病室と自宅、病室と院内別室）

 面会
車の窓越しからの対面面会、テント内の透明シート越しの面会

～

・・・・

会えないさみしさや不安を、各病院ごとで様々な方法で少しでも軽減できる
ように日々考えています。制限はあるものの日中活動にこれまで以上に力を
入れて、さみしさや不安の軽減とともにADLの維持に。


