
Ⅿさんから受け取った「モノ」
～発信者としての本人を考える～
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Ⅿさんの紹介①
［生年月日］1970年1月11日生(享年49歳）

［性 別］男性

［障 害］重度知的障がいＡ判定

自閉スペクトラム症

身体障害手帳1級

［疾 病］左目網膜剥離による失明

右目白内障（治療により視力回復）

進行性体幹機能障がい

［暮らしの場］GHなないろの家１

［活動の場］ 障害者支援施設まどか

［日常の楽しみ］食事、おやつ、テレビ等

［暮らしの中で大切にしている事］

自分なりな生活上のルールがある

［周りとのコミュニケーション］

伝えたい事は独自の言葉で発信する。一つの事を発信し続ける事

が多いが伝わらない事が続くと相手に対する関心が薄くなる。

Ⅿさんの紹介②
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なないろの家１
［事業所］
あったか生活支援センター
［事業内容］
共同生活援助事業（ホーム:2ヶ所）
［ホーム］
なないろの家１（介護サービス包括型）
定員:5名
［入居開始年月日］2015年7月1日
［運営方針］
あなたが地域の中で、自分の暮らしについて自分で考え、決め、責任を
持ちながら暮らせるように、世話人やセンターのスタッフが支援をします。

障害者支援施設まどか
［開設年月日］1985年4月1日

［運営方針］

①障がいを持つ方が互いに

助け合いながら自己実現を

目指します。

②一人ひとりのニーズに

基づき、日常生活と日中の

活動を支援します。

③地域生活への移行を推進します。

［事業内容］
生活介護事業 定員40名
施設入所支援事業 定員40名
短期入所事業 定員 2名
日中一時支援事業 定員 2名
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Ⅿさんの日々の暮らし①
夕方のティータイム

夕食後の歯磨き

帰宅後すぐのティータイムは彼の
好きな時間の１つでした。

毎日の生活習慣の中にも
彼なりのルールがたくさんありました。

Ⅿさんの日々の暮らし②
週末のおやつ購入

散策や外でのおやつ

週末にはホームのスタッフと一緒に
おやつを買いに出かけていました。

天気が良い日は外でおやつを
食べる事もありました
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Ⅿさんの活動風景
日中は、まどかで織物の制作や

古着の裁断作業を行う事を中心に

活動していました。

Ⅿさんにとっての普通とは
～障がいの特性から発信と理解を考える～

• 独自の言葉で伝える
• 主には要求が多い
• ひらがなを書ける
• 伝わらないと何度も繰り返し言い続ける

• 生活に関係する単語は言葉で理解できる
• ひらがな、数字を読む事ができる
• 理解できても納得できない事がある

発信

理解

Mさん独特の伝え方や理解の仕方がある
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Ⅿさんにとっての普通とは
～暮らしの場面から考える～

Ⅿさん個人記録より抜粋

場面や内容、相手によってⅯさんなりに
伝える努力や満たされる基準があった

Ⅿさんにとっての普通とは
～活動の場面から考える～

まどか活動担当からの聞き取りより抜粋

自分なりなルールから、
やりがいを見つけたり安心を得られていた

11

12



各場面のⅯさんの姿

・独自の言葉
・ひらがな、カタカナの読書きができる
・生活に関する言葉は分かる
・本人なりなルールがある

特性

暮らし

活動

・疎通が取れる相手には一生懸命伝える
・気持ちが変わる事もある

・気分に合わせて選ぶ事ができる
・自分なりの必要なルールで安心できる

2018年５月以降の入退院
年月日 診断 /処置 入院日 / 退院日

2018年
5月25日

絞扼性イレウス
手術にて小腸の捻じれを解消

2018年5月25日
同年6月22日

2018年
9月26日

小腸穿孔による腹膜炎
手術にて穿孔部の縫合、内臓内の洗浄

2018年9月27日
同年11月9日

2019年
1月7日

小腸穿孔による腹膜炎
手術にて壊死部分の切除、内臓内の洗浄

2019年1月8日
同年2月5日

2019年
3月7日

小腸穿孔による腹膜炎
モルヒネ投与による痛みの緩和等

2019年3月7日
同年3月8日

再発は確実、次回の手術は不可と宣告
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病院でのⅯさんの様子
～看護師さんとのやり取りから～

発信

理解

• 発信の内容はコーラ、
ファンタの事が多い

• 伝えたいあまり、ベッ
ドから身を乗り出す事
があった

• 物腰は柔らかく、検査
や回診以外にも声をか
けてくれている

• Ⅿさんからの発信がな
い時にも変わらず声を
かけている

• 後半は発信する様子が見
られなくなった

病院でのⅯさんの様子
～なないろの家スタッフの面会から～

発信
理解

• まずは一通りの内容を
聞く事から始める

• その場では準備できな
い事は説明する

• 退院後に欲しいものを
聞いて予定を立てた

• 面会に行くとコーラ、
ファンタ、ケーキ（が
欲しい）を強く訴える

• 時には手を掴んで離さ
ない

• 車イスで移動してくる
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ホームの仲間との関わり

入院中の様子
• 現在の身体の状態
• 病室での具体的な様
子やスタッフとのや
り取りの様子等

• 退院に向けての見通
し

Ⅿさん入退院以降
• 「Ⅿさんいない」と
スタッフへの確認が
何度もある

• 険しい表情が見られ
る事が増えた

• 睡眠が乱れるように
なった

ホーム会議
（1回/月）

ホームスタッフで集まり
仲間の様子の情報共有を行う

入院中のⅯさんの
身体の状態や様子

Nさん

ホームの仲間の様子を全体で共有する事で、

自然とⅯさんがホームで暮らすために
どうしたら良いか?を考えるようになった

間野さんがいない事で
不安になっている

実姉・義兄夫婦
• 実姉が父から後見人
を引継ぐ

• 白内障の通院時や一
連の搬送の際にはす
ぐに駆けつけて頂く。

• ホームの余暇にと、
乗り物図鑑等を贈っ
て頂く

医師からの説明
（主治医・家族・スタッフ）
三度目の入院中に再発は確実・

手術が不可と宣告を受ける

日常の暮らしの様子
入院中のⅯさんの様子
ホームでの仲間の様子

周りとの関わりや暮らしの様子から

「最後まで知った仲間と過ごす事を望んでいると思う」

余命をどの様に過ごすかを問われる

家族との関わり
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暮らしを継続する上での課題

スタッフ会議
（２回/月）

センター職員で集まり
議題に対して方向性を検討

ホーム会議
（１回/月）

ホームスタッフで集まり
仲間の様子の情報共有を行う

• ホーム内での緊急時の判断と手順の
確認・周知が必要

• ミキサー食の提供を
どのように行っていくか?

• 腸への負担を減らすため、排泄
コントロールが必要

• 体力低下による転倒事故等の防止

• 今後の医療面でのフォローの検討

情報共有

暮らしを継続するための支援

スタッフ会議
（２回/月）

センター職員で集まり
議題に対して方向性を検討

ホーム会議
（１回/月）

ホームスタッフで集まり
仲間の様子の情報共有を行う

情報共有

• 緊急時対応マニュアルの作成と周知
• Mさんの不調の兆候を改めて伝達

• 市販品のミキサー食の活用
• オアシス（りんく）への見学
• トイレ表の改良と引継ぎの徹底
• 定期通院で排泄状況を報告・相談
• 身体状況に合わせた介助の徹底

• 定期受診の実施、看護師・栄養士・ＰＴ
に相談しながら支援を構築

19

20



これまで通りの暮らしを...

これまで通りの暮らしを..．
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小腸穿孔による腹膜炎のため

2019年3月8日(金)

他界

11:25

仲間の姿から

実姉・義兄夫婦

家族葬
親族だけで見送る予定だった

訃報を受けて
病院に駆けつける

寂しかった。
最後に顔を見たかった...

2人がⅯさんに
声をかけている

「Ⅿさんを知っている皆に見送ってほしい」

家族以外の参列ができるように
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まとめ

最後の暮らしの場を選択しなければならなかった時に、

ご家族が、“Ⅿさんにとっての幸せは何か?”について
深く考えるきっかけを作ったのは、間違いなく
Ⅿさん自身だった。

まとめ

生活そのもののリスクが明らかに高まる中で、

私たちが自然と”自分たちが支えたい”と思えたのは、
Mさんやホームの仲間の日々の姿や暮らしに
深く関わる事で芽生えたと感じている。
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まとめ

この経験を通して、

Ⅿさんは決して一方的に支援を受けるだけの存在
ではなく、私たちが“より深く考えよう”、“より良く
しよう”と行動するきっかけを引き出す存在と
実感する事ができた。

あなたとの時間は

私たちの成⾧

あなたの姿を

いつまでも私たちの

心の中に

ご清聴、ありがとうございました
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