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Results

４）新たな障害福祉制度（新医療的ケアスコア）が生まれた
「見守り」の実態が明らかになり、従来家庭や地域において評価困難であった医療的ケアが評価可能になったことで、新た
な障害福祉制度が生まれ、2021年4月から施行されることとなった。
具体的には、従来は支援の対象としては評価されていなかった経管栄養が評価され、各医療的ケアごとのリスク（見守
り）の評価基準が作成された。
医療的ケア

Methods

Background
１）日本では新生児死亡率が急激に下がっている

Results

（2018年11月～2019年1月実施）
・6家族7名（詳細は【ポスターNo.】）
・複数（最大8台）カメラで定点撮影
・家族がケア内容記録&時間計測

・日本の新生児死亡率（新生児死亡／1000出生）が急激に下がっている。
・2017年の日本の新生児死亡率は0.9

・日本の医療的ケア児の数は急激に増加している。
・2019年の日本の医療的ケア児の数は20,155人、過去14年間で10倍
・医療的ケア児のうち、人工呼吸器管理が必要な児の数が際立って増加しており、2019年で4,600人、過去14年間で17倍と
なっている。

が、ちょっと動き出すと。最近は家でも大変ですね。小っちゃいころ、寝てるころは、
あまり動かないんでいいんですけど、今は、ガっと抑えて、顔も抑えて 【ケア者の対
応】。・・・拒否している時、抵抗している時【児の動き】は、何事もちょっと大変で
すね’ 【コード：注入×拒否する・抵抗する・嫌がる】

（2019年5月～2020年2月実施）
・1,162名の小児在宅患者が対象、567サンプルを回収
・自記式タイムスタディによる家庭でのケア量（時間）測定
・調査票による主たるケア者の負担度調査
・医師によるリスク度評価

３） ２つのタイプの医療的ケア児

従来より重症と判断されている

〇気切カニューレの語り

（気切カニューレが抜けたときは）もうパニックです【ケア者の反応】。・・・抜けて
すぐにパッと入ればいいんですけど、やっぱり入らないですね。きゅってしまっちゃい
ますし。子供も泣き出したりして。妻も入れようとしてもうまく入らなくて、しまっ
ちゃってて。・・・この子は声が出ないので、普通の子のように、嫌な事があって親に
何かさせようとしたときに泣きわめくことができない。気にいらないことがあって、こ
こを取ると親が飛んでくるから、（カニューレを）引っ張って抜こうとする 【児の動
き】。【コード：気切カニューレ×自己抜去】

（2019年11月～2020年6月実施）
・インタビュー：26家族27名、コマ撮り：8家族8名、Webアンケート：79サンプル
・電話／対面インタビュー
・コマ撮りカメラを用いたタイムスタディ（日中活動時間帯）
・アンケート（動けない状態から動ける状態になった患者を抽出してアンケートを実施）

Results
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今急速に増えている 30％～50％
現在の障害児支援ではカバーできない
病状が安定してもケアの負担は重い
（自分で呼吸器をはずすなど）
レスパイトできる施設が極めて少ない

現在の障害児支援でもある程度カバー
レスパイトできる施設も不十分だがある
病状が安定すれば、ケアも安定する

１）量的調査と質的調査の組合せによる「見守り」評価モデルの開発

従来はより軽いと判断され、
支援が不足
急速に増えている

・複数の評価手法の組合せにより、個々の評価手法の弱点を相互補完
・質的調査を重点的に行った。主たるケア者へのインタビューを実施し二軸（医療的ケア×児の動き）コード化により医
療的ケアの個別性を深く分析可能
・医療デバイス毎に負担やリスクの種類が異なることが明らかになった
・医療的ケアの負担の全体像が客観的なエビデンス（映像）を以て証明された
（タイムスタディの結果と映像が完全に符合したことが制度改正への大きな後押しとなった）

図２

定量的な調査のみでは医師・看護師が経験的に感じている運動機能の向上に伴う
医療的ケアの負担の増大は実証できない⇒新たなアプローチが必要
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仮説1：二軸コード（一部抜粋）

仮説2：二軸コード（一部抜粋）

気切カニューレ×引っ張る
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気切カニューレ×暴れる

ー

呼吸器×寝返り

呼吸器

〇個別性・詳細を把握できる
〇発生した事象を確認することにより、粒度を一定に揃えられる
〇客観的かつ正確に事象を把握できる
〇特に新しい事象に対しての理解ができる”Seeing is believing”
〇聞き手の力量や聞き手との関係性に左右されない
×サンプル数は大幅に増やせない、時間がかかる
×機材が必要
×参加者の負担が大きい
×カメラの設置条件によってデータが取れない可能性がある

「見守り」
家庭においてもまた施設においても、動けるC-NAMCのケアに携わる者は運動機能が向上するにつれ気管カニューレや胃ろうなどの
チューブの事故抜去のリスクが高まり、常に見ていなければならない（見守り）ことによる負担が増大することを経験的に理解してい
るが、それが客観的に実証されていないため従来障害福祉制度に反映されてこなかった。
今回我々は当初家庭における主たるケア者の医療的ケアの時間と負担を調査すればこのことが明らかになると考え、【1枚目のNo.】を
実施したが、それのみでは不十分（経管栄養：時間と負担が増大、気管切開：リスクが増大、は実証できた）であった。
そのため、医療的ケア児の運動機能の向上とケア者の負担の全体的な相関を実証するためには、さらに別のアプローチが必要であると
考え、本研究を実施した。

医療的ケアの基本スコアや見守りスコアは、主治医の意見書に基づいて
判定することとする。
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表３

Discussion
医師・看護師が経験的に感じている運動機能の向上に伴うケア者の負担の増大を実証するためには医療的
ケアに限定した時間・負担度を主たるケア者に問うタイムスタディのみでは不十分であった。
その理由として医療的ケア児のケアの負担が、医療的ケアのみではなく、医療的ケアを実施するために児
を落ち着かせたり、医療的ケアから発生するリスクを抑えるために常に児の動きに注意を払い見守ること
からも発生することによる。このような「児を落ち着かせたり常に見守る負担」は量的調査のみでは評価
が困難で、インタビューによる質的アプローチを追加することによって可能になった。さらに、家庭に複
数設置したカメラによるコマ撮り動画の撮影と対象を限定したアンケート調査によってインタビューの内
容が裏付けられ、より確かなエビデンスとなった。
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呼吸器×上肢を動かす（はずす）

ー

呼吸器×上肢を動かす（いたずらをする、設定を変える）
呼吸器×歩いて（またはつかまり立ちで）移動する

経管栄養

13
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Conclusion

注入×暴れる

胃ろう×這いずりで移動する

注入×拒否する・抵抗する

注入×寝返りをする

注入×上肢を動かす（チューブを引っ張る）

EDチューブ×寝返りをする

注入×歩いて移動する

EDチューブ×拒否する・抵抗する・嫌がる

表１

質的調査

量的調査

インタビュー（質的調査/コード化）
対象限定アンケート調査

◆自記式タイムスタディ

相互補完

⚫

以上によって、我が国の障害福祉制度で従来家庭や地域において評価困難であった医療的ケアが、評価可
能となり、新たな制度が生まれ、2021年4月から施行されることとなった。具体的には障害福祉制度におい
て支援の対象としては評価されていなかった経管栄養が評価され、各医療的ケアごとのリスク（見守り）
の評価基準が作成された。

〇サンプル数を確保できる
〇大まかな傾向を把握できる
×客観性に欠ける
×正確性の限界
×表現のばらつきがある
×個別性を把握できない
×想定外のイレギュラーな事象に対応できない
×コード化の対象にならない

３）質的調査：「動く医ケア児」に関するアンケート調査結果

★医師・看護師が経験的に感じている医療的ケア児の運動機能の向上に伴うケア者の負担の増大が
実証できた
★（医療的ケアごとにケア者の負担の要因となっている児の行動特性が明らかになった
・デバイスと行為による類型化ができた（ex. 「気切カニューレ×引っ張る」）
・類型化により、医療ケアごとの特徴、リスク把握が容易になった
・医療的ケアごとに必要な支援が明らかになり、より実態に即した制度を作るための
データと根拠が提供できた

寝たきりの状態から動ける状態になった児のケア者に対象を限定したアンケート調査を実施した。
動けるようになったことによる医療デバイス別の負担度の変化を問う質問に対して、
全体の83.2%が児が動くようになっても負担度が「変わらない」か「大変になった」と回答した。

図３
N=79(重複回答有)

医師・看護師が経験的に感じている運動機能の向上に伴うケア者の負担の増大を
実証する＝運動機能の向上に伴い必要性が高くなる「見守り」の評価方法の開発
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カニューレベルト交換×カニューレ自己抜去

N=79(重複回答有)

Aim/Objective

腸ろう・腸管栄養

今回、我々が試みた手法（“C-NAMC care burden” Triangle Assessment Model）によってこれまで実証が困難
とされた「見守り」の実態が明らかになり、その評価も可能になった。

呼吸器×暴れる

コマ撮り映像分析（確認・エビデンス）

〇個別性・詳細を把握できる
〇半構造化面接の手法を用いることにより、ある程度粒度を一定に整え
られる
〇個別性を保持したまま、個々の語りをデータ化できる
〇時系列の変化を把握できる
〇当事者の不安・負担といった定量化できない内容を把握できる
×話し手の興味の対象がより強調され、主観的な視点が大きくなる
×聞き手の力量や聞き手との関係性によって結果が異なる
×サンプル数は大幅に増やせない、時間がかかる

5

その後のインタビューのコード設定を当初は児の動きを表現するキーワードのみで行ったところ、有意な
結果が得られず、試行錯誤の結果「医療的ケア×児の動き」の2軸による分析を行うことにより医療的ケア
ごとによるケア者の負担を生んでいる児の行動を明確にすることができた。

仮説２

質的調査／量的調査

・【ポスターNo.****】の調査対象児の運動機能を、1）寝たきり、2）動ける（座位未満）、3）動ける（座位以上）の3段階
に分け、運動機能レベルの違いによる医療的ケアに要する時間及び負担度を集計した。
◆医療的ケアに要する時間は、運動機能レベルの違いによって差が生じなかった。* r = -0.08, p=0.1
◆負担度と運動機能レベル間には弱い負の相関が認められ（r= -0.2）、運動機能レベルが上昇するに従い、負担度は軽くな
る傾向がある。*r = -0.2, p=0.19

図１

医療ケア

気切

“C-NAMC care burden” Triangle Assessment Model

４）医療的ケアに要する時間及び負担度の運動機能レベル別集計結果

医療デバイス／ 医療的ケア実施の負

見守りスコアは、手が動く、移動できる（寝返り・這い移動・伝い歩
き・歩行）といった運動機能を持ち、かつ指示を理解できない知的機能
（おおむね６歳相当未満）や行動障害を持っていることにより、医療機
器を不用意に抜去する可能性が高い場合に、算定する。

また、インタビューの分析の際の仮説設定においてコマ撮り動画を参考に検討した結果「医療的ケア遂行
のために追加の動作、時間、手間の増大」と「行動特性による医療的ケアのリスク増大」を設定した。

■医療的ケアｘ仮説ごとのコード
仮説1

⚫

表２

〇栄養注入の語り
‘大体、呼吸器をつけている人って、鼻のチューブでミルクとかを飲むので、それの交換

質的調査/インタビュー調査、コマ撮りカメラを用いたタイムスタディ、アンケート調査
【データの出所：平成30年度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究（田村班）」】

経鼻胃管・胃ろう

医療的ケア

量的調査/タイムスタディ、自記式アンケート調査

２）医療的ケア児の数は急激に増加している

気管切開

8
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■インタビュー逐語録から仮説に該当する語りを抽出し2軸コーディング
2軸コード＝医療的ケア×児の動き

パイロット調査/コマ撮りカメラによる映像記録（最大連続24時間）

新たな判定スコアでは、基本スコアと見守りスコアを合計した点数で判
定し、8点以上を看護職員加配加算の要件とする。

スコア

人工呼吸器

旧

⚫

２）質的調査：インタビューのコード化

References

■自記式タイムスタディ・コマ撮りカメラ映像・インタビューデータの一次分
析に基づき仮説を設定

【仮説1】
図５

児の動きによって医療的ケア遂行のために追加の動作、時間、手間が増える

【仮説2】
医療的ケアと児の行動特性の組み合わせによってリスクが生じ、その予防をする
ケア者の負担が増える・発生する

図４
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