
 

平成３１年度第１回立川市医療的ケア児支援関係者会議 議事録 

開催日時 令和元年５月２７日（月）午後３時～午後５時３０分  

開催場所 立川市役所本庁２１０会議室 

出席者 ［委員］加瀬進、宮田章子、金井克樹、佐藤むつみ、冨田直、関田亜紀子、千葉淳、

西山直美、清水敦子、中村光一、田中佐保、亀井美千代、山田克美、 

野村哲、横山和子、寺島貴美子 

    ［事務局］鈴木眞理（健康推進課長）、茅沼孝治（障害福祉課長）、 

     （行政）吉田正子（保健医療担当部長）、五十嵐智樹（福祉保健部長）、横塚友子 

         （子ども家庭部長）、大野茂（教育部長）、三輪秀子（保育課長）、江頭 

         由美子（保育振興担当主幹）、初鹿俊彦（子ども家庭支援センター長）、 

         秋武典子（教育支援課長）、武田朋子（ドリーム学園園長） 

     ［庶務］健康推進課、障害福祉課 

配布資料 

  資料１：立川市医療的ケア児支援関係者会議委員名簿 

  資料２：立川市医療的ケア児支援関係者会議設置要綱 

  資料３：医療的ケア児支援関連事務 

  資料４：今後のスケジュール（案） 

  資料５：医療的ケア児アンケート（松戸市） 

  資料６：松戸市実態調査のためのアンケート調査票 

  資料７：松戸市医療ケア児の支援に関わる事業所調査票について 

  資料８：松戸市医療ケアを必要とするお子様の支援ニーズに関わる調査票について 

会議録 

１ 開 会 

 ２ 辞令交付 

 ３ 委員紹介（自己紹介） 

 ４ 会長、職務代理の互選等について 

 ５ 平成３１年度の会議日程について 

 ６ アンケートの実施について 

 ７ 各機関、事業所の現状や課題について 

 ８ 今後の予定について 
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事務局 すみません、ちょっとお時間が、３時からということで多少過ぎましたけれども、非

常に暑い中を本当に、お越しいただきましてありがとうございます。本日は、ちょっ

と時間過ぎましたので、ここから始めさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 本日はお忙しい中、ご出席いただきまして、本当にありがとうございます。 

    時間が過ぎましたので、ただいまから平成31年度の第１回立川市医療的ケア児支援関

係者会議を開催したいと思います。 

    私は、本日の会議で会長を決めるわけなんですけれども、会長が決まるまでの間、司

会を務めさせていただきます立川市の福祉保健部の健康推進課長の鈴木と申します。

よろしくお願いいたします。 

    皆様には、このたびは委員にご就任いただきまして、まことにありがとうございます。 

    それでは、まず初めに、会を進めるに当たりまして、保健医療担当部長の吉田より、

挨拶と趣旨についてお話をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

保健医療担当部長 皆様、こんにちは。 

    ここ数日、本当に暑い日が続いておりまして、またお忙しい中、本日はお集まりいた

だきまして、ありがとうございます。 

    本日の会議でございますけれども、皆様には既にご承知のとおりかと思いますが、平

成28年６月の児童福祉法の改正によりまして、医療的ケア児が法律の条文に規定され

ました。同時に、保健、医療、福祉、教育、保育等の関係機関が連携を図る体制を整

備するということが求められております。 

    立川市では、立川市第５期の障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の中で、医療的ケ

ア児の支援のために関係機関の協議の場の設置について明記しておりまして、医療的

ケア児にかかわる庁内関係部署での設置に向けた検討を行ってまいりました。 

    このたび、東京都の区市町村在宅医療推進事業を活用いたしまして、医療的ケア児支

援連絡事務といたしまして、立川市医療的ケア児支援関係者会議を設置することとな

りました。 

    また、子どもたちが心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の関係機関・

分野の支援を受けられるよう、情報共有の場、そして連絡調整を行い、連携を図って

いく体制づくりを進められればというふうに考えております。 
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初年度は、まず医療的ケアの必要な子どもたちの実態把握ということが主になってく

るかとは思いますけれども、委員の皆様におかれましては、さまざまな経験を踏まえ、

ご意見を賜って、また活発にご議論いただければというふうに考えておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局 ありがとうございます。 

    皆様のお手元のほうに資料を配らせていただいて、次第があると思います。この次第

にのっとって進めていくところでございますけれども、一応ご確認させていただきた

いと思いますけれども、次第が１枚ありまして、その下に資料１としまして皆様方の

委員の名簿、その裏面には行政側のほうの名簿。それから、資料２といたしまして、

この医ケア会議の要綱がございます。その次の資料としまして、ホッチキスどめで資

料３といたしまして、ただいま部長のほうでもお話ありましたとおり、立川市の予算

が104万円ふえていると、これにつきましては、連携をして進めていくというふうな

会議のお話と、それから、ご承知のとおり、国からの通知がございます。それから、

資料４といたしまして、今後のスケジュールがございます。後で説明いたします。資

料５としましては、医療的ケア児のアンケート（松戸市）というのがございまして、

その次が資料６で医療的ケアを必要とするお子様に関するアンケートというもの。そ

れから、資料７といたしまして、ホッチキスどめですけれども、医療的ケア児支援に

かかわる事業所の調査票。それから、資料８としまして、医療的ケアを必要とするお

子様の支援ニーズに関する調査票ということになってございますけれども、不足等あ

れば、言っていただければと思います。大丈夫でしょうか。 

 それでは、次第のほうの２番ということで、次第の２、辞令の交付というふうなこと

でございますけれども、本日、大変多くの方がいらっしゃって、多分いろいろとご発

言があろうかと思います。時間が少ない中での開催となりますので、あらかじめ皆様

のお手元のところに配付させてございます。そのことをもって辞令交付にかえさせて

いただきたいと思います。お名前等ご確認いただいて、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 全部で17名の委員となってございます。欠席の方もちょっといらっしゃいますけれど

も、17名の委員ということで、委員の皆様方の任期につきましては、これまでちょっ

と連絡では４月１日からとしておりましたけれども、本日が任命日というふうなこと

になりますので、本日から２年間ということで、令和元年５月27日から令和３年５月
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26日までの２年間となってございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

    それでは、次にまいりまして、次第の３、委員の自己紹介というふうなことでござい

ます。簡単に自分のお名前と自己紹介が17名分ありますので、ぜひお願いしたいとい

うふうに思います。 

     

会長  皆さん、改めて会長の任を仰せつかりました。よろしくお願いいたします。着座のま

まお願いしたいと思います。 

    医療的ケア児については、テレビ等々でもドキュメントで取り上げられておりますけ

れども、この近くでも、スペースなるという株式会社を立ち上げた梶原厚子さんという

訪問看護師さんがいらっしゃいますけれども、彼女はまだ愛媛でほのかのおひさまとい

う事業所をやっているときに、ちょうど私、出会いまして、障害者自立支援法ができる

前後に、かなり法制度をつくることでコミットしておりまして、そのときに、もう大分

前になりますけれども、医療的なケアのお子さんがどうしたら地域で生きていけるかと

いうようなことで、大変親しくさせていただいた。そのうちに、現在も社会福祉法人む

そうというところが訪問看護、それからあおぞら診療所の○○先生と、医療・看護・福

祉というのでトリオになって進めようと。吾妻橋、世田谷、品川に、あとチャイルドデ

イケアの方は、ほわわというところをつくっていらして、Ｂ委員ともそういうようなか

かわりがあったということで、ここも実は社会福祉法人の理事を務めておりまして、私

のところの卒業生もほわわで結構働いているというような状況がありまして、立川でこ

 

 

 

 

それぞれ自己紹介及び、会長職務代理の互選 
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んな形で皆さんと出会うことになったというのは、運命ではないかと思っているところ

でありまして、そういう意味では、私なりに思いを持っているところでございます。 

   ただ、教員養成課程がメーンの大学なんですけれども、特には障害者教育、特別支援教

育のほうとソーシャルワーカーのほうを養成するということで、両方にかかわっている

んですけれども、医療ですとか、そこら辺については全くの素人でございますので、た

だ、子どもの命と育ちをどう支えていくかという仕組みを立川でいいものにしていきた

いという思いは強く持っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

   それではということで、始めさせていただきたいというふうに思います。 

   まず、今回のこの会議を正式に成立させるということで、まず先ほどの資料の２の設置

要綱の裏面のところをちょっとごらんいただきたいのですが、私、この第５条に従って

今会長の任を仰せつかりました。それで、もう一つ、第５条の３項に会長に事故がある

ときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する

ということで、職務代理の方を決め、そしてまた先ほど一応紹介させていただいた事務

局及び庁内会議でもってこの全体を進めていくということをご承認いただく必要があり

ます。それと、職務代理を会長が指名するというのは、大変僭越なんですけれども、立

川でこの問題を進められてきたということで、Ｂ委員さんのほうにお願いできればとい

うふうに思うんですけれども、よろしいでしょうか。 

（拍手） 

会長 職務代行ということですけれども、実際には私もＢ委員にいろいろとご指導いただきな

がら、いい形で進めていきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

    それからもう一つ、第９条のところで、この要綱に定めるもののほか、会議の運営に

関し必要な事項は、会長が会議に諮って定めるということになっておりますけれども、

全体の中に事務局並びに庁内会議ということを置くということで、先ほど名簿のほうで

ご紹介いただきましたけれども、これを皆さんにご承認いただいて、この会議がこのメ

ンバーで本格的にスタートするということになりますが、ご承認いただけるということ

でよろしいでしょうか。 

（拍手） 

会長 それでは、次第に沿いながら進めていきたいと思います。 

まず、次第の５、大変お忙しい皆様でございますので、31年度の会議の日程というと
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ころでいきたいと思う、これ事務局のほうからでよろしいでしょうか。 

事務局  それでは、資料の４番を開いていただいて、今後のスケジュール（案）というのが

あるかと思います。 

     今年度のスケジュールが上の段で、来年度が下段というふうなことになっておりま

すけれども、今年度につきましては、まず第１回目の会議が本日というふうなことで

５月27日、庁内会議はその前に５月13日に行われております。 

    内容は、お手元の次第のとおりというふうな形でございまして、第２回目が９月９日

の月曜日、内容につきましてはアンケートの内容等の協議というふうなことになって

ございます。 

     第３回目の日付は未定で、11月から12月にかけてというふうなことで、ここにつき

ましては、当事者の方、当事者の保護者から意見聴取ができればというふうに考えて

いるところでございます。第４回目につきましては、２月10日月曜日ということで、

こちら内容はアンケートの結果、次年度に向けてというふうなことでございます。 

    時間につきましては、３回目以外のところは今回と同じように15時から17時というふ

うなことになっているところでございます。次年度は、まだ決まっておりませんので、

年３回程度というふうに考えているところでございます。事務局からの説明は以上で

ございます。 

会長 よろしいでしょうか。まず、確定させていただいている第２回の９月９日、それから第

４回、年があけての２月10日のほうを手帳に入れていただいて、また事務局のほうで第

３回のところを可及的速やかに決めていただければというふうに思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。３回目以外は15時から17時ということで、日程について何

かございますか。 

  よろしいでしょうか。お仕事の関係で急にという場合もあるかと思いますけれども、

基本ここを押さえていただくということで、ご了解いただければというふうに思います。 

 どうぞ。 

事務局 すみません、ちょっと一番初めに言えばあれだったんですけれども、この会議につき

ましては、一応公開というふうなことで、後ろの方に傍聴席の方もいらっしゃいます。

皆様の発言につきましては、匿名ではございますけれども記録をして、後日会議の要旨

として一応公開してまいりますので、よろしくお願いいたします。すみません、補足で 

  す。 



－ 6 － 

会長 すみません、私のほうから申し上げるべきところでした。ありがとうございます、フォ

ローいただきまして。 

    それでは、きょう一つの大きな柱になると思いますけれども、そもそもなぜアンケー

トをやるのかということも含めて、議題の６番というところにいきたいというふうに思

います。これは事務局のほうからということで、使う資料はどれとどれになりますでし

ょうか。 

事務局 使う資料は、資料５から資料８までの部分になります。 

会長 ということになりますので、少し、じゃこの資料をもとにということでごらんいただき

ながら、ご説明をいただいて、我々の全員でもって趣旨を共有したいというふうに思い

ます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

事務局 よろしくお願いいたします。 

    アンケートの実施についてというふうなことでございまして、医療的ケア児のアンケ

ートにつきましては、現状を把握する手段として、既に幾つかの自治体等で実施もされ

ておりまして、委員の皆様につきましても、ご存じの方もいらっしゃるというふうに思

ってございます。 

    本市の立川市の医療的ケア児の数、人数でございますけれども、これにつきましては

厚生労働省の研究につきましては、全国レベルで考えますと、100万人当たりで134人と

いうふうに研究結果がございます。各都道府県別にばらつきが非常にございまして、東

京都の場合は100万人当たりで157人というふうな数字が出されているところでございま

して、その率を単純に立川市、18万4,000人としました場合に当てはめますと、立川市

の医療的ケア児の推計値になろうかと思いますけれども、それは29人というふうなこと

になってございます。 

    アンケートを行っていく実施先につきましては、当然、医療的ケア児のご家庭、それ

から医療的ケア児を診てくださっている医療機関や放課後などの関係機関ですね、そう

いったところにも実施をしていこうというふうに考えているところでございます。 

   アンケートの形態というか、余り長くて細かい字とかだとわかりにくいというふうなこ

とで、12ポイントで８ページぐらいがいいのではないだろうかというふうな話が一般的

にされているところでございます。 

   問題は、そのアンケートをどのように実施するのかという点でございまして、私どもの

ほうもネットで調べてみますと、松戸市とか札幌市、埼玉県などの例を挙げていると
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ころでございます。松戸市、比較的近いところ、近いというか、ちょっと遠かったん

ですけれども、松戸市のほうに私ども事務局のほうで５月14日に直接お訪ねいたしま

した。そこで、アンケートの実施方法をお聞きしまして、やり方としましては、松戸

市のほうはまず事前調査というのを行って、そこで回答された方にアンケートを送付

するという２段階の方式を行っているところでございまして、それが資料５のところ

で書いてあるものでございます。 

 実態調査が平成29年２月から６月にかけて、市内の医療機関や市外関係機関の医療的

ケア児家庭に調査書を直接そこから手渡しをしていただくというふうなことで、基本

情報、氏名、生年月日、住所、疾患、障害種別等、それから同意を書いてもらってい

たと。それが資料６、資料６が本物のこれが直接医療的ケア児の方にお渡しした資料

というふうなことで、これをそれぞれの医療機関等からご家庭にお渡ししたと。それ

が、回収が松戸市の場合は80世帯あったというふうなことでございました。 

    資料５に戻りますけれども、それをもとにアンケートというのを平成29年７月から８

月にかけて行ったというふうなことで、実態調査をもとに80世帯の方にアンケートを

行ったと。アンケートの実物は資料の８、医療的ケア児のご家庭に渡したのは資料の

８でございます。それから、80世帯にアンケートをして回収されたのが55世帯で、事

業所には、資料の７になりますけれども、そちらをお渡しして、170カ所ですね、居

宅介護とか生活介護、児童発達支援、訪問看護等の170カ所の事業所に渡して、69事

業所、回答があったというふうなことでございました。 

    事務局としましては、直接お話もお聞きしたり、資料もご提供いただけそうなところ

もございますので、なるべく時間等も短縮してできればいいかなというふうに考えて

おりますので、こちらの方法で実施できればというふうに考えているところでござい

ます。一応、個人情報の保護審議会等、役所の関係ではございますので、そこら辺の

審議にかける過程だとか作業時間等を勘案しまして、こちらでできればということで

考えておりまして、ただ、皆様のところでは、いろんなご意見等、もっとやりやすい

方法があるんだというようなこともあろうかと思います。ですので、こちら何かやり

方があれば、積極的にご意見いただければというふうに考えているところでございま

して、あるいはこのアンケートの内容も、このアンケートの内容そのものは９月以降

に出していきますので、その前に、こういうふうにしたい、ああいうふうにしたいと

いうことがあれば、事務局のほうにご意見いただければいいかなと。余り長く置いち
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ゃうと、９月９日には次やりますけれども、その手前でご意見いただきたい、６月い

っぱいぐらいのところでも一回ご意見いただければいいかなというふうに考えている

ところでございます。 

 一応、松戸市の方法で２段階でまず事前調査をして、その後、アンケートの中身につ

いては皆さんにご意見をいただいた上でアンケートをとっていきたい。どこでとるか

等もあろうかと思いますので、そういったこともご意見でおっしゃっていただきなが

ら決めていくと。できれば、松戸市の方式の第１回目につきましては、松戸市と書い

てあるところを立川市に変えていく中で決めていかれればいいかなというふうに考え

ておりますので、そこを含めて皆さんのお知恵等を拝借させていただいて、アンケー

トを行っていきたいというふうに考えているところでございます。長くなってしまい

ましたけれども、事務局から一旦説明は以上でございます。 

会長 ありがとうございます。 

   ちょっと情報量も資料も多いので、一旦確認をさせていただきますけれども、松戸のほ

うでは実態調査というものをまずやりましたと。これはいわば対象、アンケートの調査

対象を確定するため、漏れがないようにできるだけするためということで、これが松戸

市の資料６のほうによりますと、手帳等の持っている人とそうでない人というのがいる

ということで、医師会等々のご協力を得て、このアンケート調査票というか実態調査票

を出し、協力してくださる方ということで確定をしたという、まず理解でよろしいです

か。 

事務局 そうです。 

会長 もう一方、それをもとに資料の８のほうで80世帯にアンケートをし、時期としてあわせ

て事業所172カ所について、どのようなニーズがあるのかというご本人の調査と事業所

でどういうようなサポートができるか云々というようなことで、調査をかけた。そうい

う対応関係でよろしいんですね。 

事務局 そうです。 

会長 先ほどの資料３にもありましたように、今、ばたばたしますのであれですけれども、今

回の委員会といいますか会議は、第１段階としては情報共有と連携ということが大きな

目標というふうに理解ができるかなと思いますので、１つには、このアンケートづくり

をベースにして医療的なケアが必要な子ども、そしてその家族に対する支援をしている

我々が顔の見える関係、ふだん着で話せるような関係になるということの１年間という
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ことと、もう一つは情報共有、特にどこにどんな支援が必要なお子さんとご家族がいら

っしゃるのかという、それがわからないことには仕事が始まらないと。ただ、恐らくそ

れぞれのところで既にいろんなもう実践とかつながりがあろうかと思いますけれども、

市としてそれが把握できるのかどうか。最終的には、障害福祉計画ということですので、

行政のほうにそれが反映させられていくという、そんな枠組みかというふうに思います。 

   これだけの資料がありまして、さあ皆さんいかがでしょうかと言ってもまず出ないとい

うか、無理なわけです。それで、松戸市に直接行かれたということなんですけれども、

もう少しどんな話があったかみたいなところをご紹介いただけると、ちょっと取っかか

りがあるかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

事務局 せっかくあれなので、松戸につきましては、平成29年２月から６月に実態調査という

ふうなことで、その後もう７月から８月にはアンケートを行っていると。比較的短い

中で行っている。一番初めにその実態調査につきましては、それぞれの医療機関なり

関係機関のところが、資料の６番にありますとおり、６番の裏面ですよね、医療的ケ

アの内容としまして吸引、人工呼吸器等書いてあります。東京都の場合は12ぐらいた

しかあったかと思いますので、そこら辺は多分変えていかなきゃいけないのかなと思

っておりますけれども、それぞれの機関でこういった方にかかわりがありそうな方に

お声かけをして、お願いできますかというふうなことでやったというふうなことで、

松戸市のほうでは、市内の大きな病院で割と完結して、市外では１カ所ぐらいだった

かな、しかないというふうなことなんですけれども、立川市の場合は、Ｂ委員のとこ

ろが多分中心になろうかと思いますけれども、あとは都立小児含めての幾つか市外の

ところもありますので、そういったところに協力の依頼をかけるような形になってく

るかと思うので、そこのところが若干、どこまでうまく事が進むのかなというふうな

ところが１点ちょっと事務局側としても危惧がないわけじゃないですけれども、先ほ

ど言ったとおり、立川市の、東京都の率を考えますと、立川市全体では、推計値です

けれども、29、30ぐらいなのかなというふうな感じでございまして、もし、ここでア

ンケートを一緒にとるということは大事なことだと思いますけれども、例えば、全員

が全員とれなかったとしても、後からまた話を聞くなりというふうな形でやっていく

ことで、補完的にやれるといいのかなと。 

    松戸市も80に対して55ということで、全員というふうなことまでは行っていないとい

うふうなこともございますし、ほかのところのアンケートも見てみると、そういった



－ 10 － 

ような状況もございますので、今立川市でできるところでのご意見を聞く中で進めら

れるといいのかなと。このほか、もう少しやりやすい、事務局としてもやりやすいも

のがあればいいかなというふうに思っているんですけれども、一応松戸市のところに

ちょうど今回とれてきていたいというふうなことで、今回のような形でできるのがい

いのかなというふうなことでお話を聞いてきたという次第でございます。 

    松戸市のほうは、もうとにかくやるぞというふうなところで、かなり固めて進めてき

たというふうなことでございますので、こういったようなことだというふうな報告が

ありました。 以上です。 

会長 ありがとうございます。では、立川市もやるぞということで。 

事務局 そうですね。 

会長 どの段階でアンケートのほうの項目云々ということは、まず時間としても初めて見ます

ので難しいと思うんですけれども、もう少し松戸市のほうでアンケート調査、資料８の

ほうについて、何か悲喜こもごもがありましたら。 

事務局 悲喜こもごもというか、かなり松戸市の方、進めていったのは、そういう室長じゃな

いんですけれども、そういったようなかなり力を持ってというか、一丸となって進め

ていくというふうな形で、内容につきましても、少数精鋭の中で決めていったという

ふうに聞いてございますので、立川市としても、松戸市全く丸まんまというわけには

多分いかないと思いますけれども、ひとつそれを参考にして聞いていくということで、

松戸市との逆に比較をできる部分もあるのかなというふうに思っていますし、それ以

外にも当然ほかのところでもやっておりますし、皆さんもお聞きしたいことがあろう

かと思いますので、その内容につきましては一旦皆さんで考えていただいて、次回の

ところでまとめができればいいのかなというふうに思っているところでございます。 

会長 ありがとうございます。 

  年間のスケジュール、今、課長からもお話がありましたように、結構タイトですね。きょ

うここで情報を共有をして、中身を検討して、次回までに何らかの形で集約をして確定で、

10月から実施ということになると思うことなので、ですから、かなり皆さんにとっては、

私もそうですけれども、宿題が出るという形になりますので、そこのところまずご理解い

ただいた上で、きょうは項目の１個１個というよりも、それぞれのお立場でアンケート調

査といいますか、実態と支援ニーズについて調べるとすると、こういうところがやっぱり 

気になるというあたりを皆さんのほうから出していただきながら、それを共有をした
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上で、資料８をベースにしながらどういうアンケートが必要になるのか、最初の実態

調査ということもあろうかと思うんですね。 

それで、座っている順ということではなくて、私の勝手なんですけれども、Ｅ委員い

らっしゃるんですけれども、お子さんの命を救って、そして出していく側ということ

になりますよね。Ｂ委員その後、そういう子どもたちを医療の場から支えていくとい

う、それぞれのお立場から、こういう調査、実態調査をしていくというあたりについ

て、大事にしたい点ですとか、気になる点ですとか、何か、順不同で結構なんですけ

れども、ございますでしょうか。口火を切っていただければという感じなんですけれ

ども。 

Ｂ委員 私のほうは、まず対象を医療的ケア児になってはいるんですが、実はキャリーオーバ

ーという子どもたちもやっぱりエアポケットのようにいまして、介護保険と書いてあ

る。だから、調査の対象を本当に19歳まででいいのか、それとももうちょっと広げる

べきなのかというのは、すごく大きな課題だと思います。それは、いずれそこにサー

ビスをつけていかなきゃいけない年代がいるということで、やはりそこを一緒にやっ

ちゃったほうがいいのではないかというようなちょっと思いがあるのと、それからあ

と、就学中は多分特別支援学校と学校で完全に把握が100％できるので、すごく簡単

だと思うんですけれども、未就学の子って流動性がすごくあって、例えば、数カ月た

ったら亡くなっているという子もたくさんいるんですね。だから、期間限定のニーズ

というのをしないと、すごく迅速に動かないとなかなかその把握というのがずれてく

るんだろうというのが１つあります。 

    だから、その方法論ですね。方法論でコメントさせていただくと、その辺の議論が必

要なのと、18歳以降は、実は通所しているお子さんもいれば、完全に在宅でどこのケ

アも受けていない、恐らく寝たきりのお子さんでチューブ栄養だけ、経管栄養だけ、

いるはずなんですね。その辺をやっぱり市としては把握しないと、災害時においても

何をするにしても、やっぱりそこが抜けるんではないかというのがちょっと気にされ

ています。 

会長 ありがとうございます。Ｅ委員 

Ｅ委員 なかなか出てこないんですけれども、今お話のあったように、キャリーオーバーの医

ケア問題については本当に問題で、多分、一番最後まで残りそうな、そういう医ケア

児、医ケア者の（課題がある）。 
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私たち、ある程度将来的なことも含めてやはり多いのが、新生児病棟に入院されてい

たご家族に対して、今後についてお話をするということで、ある程度予測を立ててお

話をしているんですけれども、こういう生活になりますよというお話はしているんで

すけれども、特別支援学校も含めた学校生活までは、ある程度お話は予測して言える

んですけれども、それじゃ学校を卒業した後どうなるんですかということを聞かれた

ら、今は何も答えられない状況で、なかなか特別支援学校、高等部を卒業した後に行

き場所がなかなか見つからなくて、一部の療育施設の通所がほとんどでという形にな

っていくので、そこがパンクしてしまったらどうなるのかなというのが、もう本当に

触れたくないような話になってきて。 

    Ｂ委員おっしゃっていたことではあるんですけれども、立川市の地域課題というのが

どういうことなのか今まだちょっと把握できていなくて、１つ地域課題の中で浮き彫

りにするのがいいのは、もし大規模災害が起こったときには、立川市の場合だとどう

いうような対応になるのかというのは、ちょっとアンケートから外れてしまいますけ

れども、ある程度予測した上で、そういうときにこういう問題が出てくるよねという

のはある程度抽出しておいたほうが、結果的にいろいろな問題に対応できるのではな

いのかなというふうに思います。 

    それで、あと今回、多分意図があったんだと思うんですけれども、立川市の地域基幹

病院が参加されていないことは、何かしらの意図があるんですかね。例えば立川共済

病院とか、あと、事情はちょっと知っています、災害医療センターで小児科がどんど

ん減少していたりとか、あと立川相互病院が、多分いろいろ気持ちはあるんだけれど

も、準備がまだできていないとかというのはあるとは思うんですけれども、その辺の

ところの、地域基幹病院というのは非常に重要なところなので、そことの関係性を立

川市としてどういうような役割を持っているんだろうかというのは、また一緒に考え

ていかなきゃいけないのではないかなというふうに思います。 

    ちょっと立川市の持っていらっしゃる医療的ケアの、この松戸のをぱぱっと見ると、

どこでも共通する話題は載ってはいるんですけれども、立川市だからというような問

題点というのはどういうところにあるのかなというのが、ちょっとまだ把握できてい

ないので、それを知りたいなと思います。 

会長 今、ちょっと整理をしますけれども、１つには、把握調査ということでいうと、対象は

何でというところですね。基本的には、見落とさない、放っておかないためのシステム 
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をどうつくるかというところの基礎調査ということになりますので、未就学、要するに

義務教育段階で把握できている場合だとして、未就学の段階で特に早く亡くなってしま

うというケースも含んでいて、それから卒業後ですね。これ卒業後になりますと、ブー

メランのように返ってくるので、自立支援協議会のほうで障害の問題をどう整理するか

ということともかかわってくるわけですね。 

 １つにはその対象をどうするかという問題。それから、それは結局対象をどう把握する

かという問題ともかかわってくるということで、ちょっとこれが１つ論点になるという

ことを整理させていただいた上で、もう一つ出たのが、立川の実態とかを調査するとな

ると、立川の基盤整備とか地域の特徴の課題だとかがどうなっているかということを、

我々もこのアンケート調査の項目を検討するに当たって知っておく必要があろうと思う

んですね。 

 非常に短い時間なんですけれども、今、Ｅ先生のほうから出た点について、課長のほう

から何か補足いただくことはございますか。 

事務局 すみません、基本的にこちらの会議、支援関係者会議、開いていくというふうなとこ

ろでは、ご承知のとおり、冒頭でもお話ししましたとおり、法律ができて、とにかく

今の実態というか、関係者が集まって会議を開いていくというふうなことが大切であ

るというふうなことを認識したところでございます。 

    確かにＢ委員とも私どもお話しさせていただいたりしてございまして、オーバーエイ

ジの問題も含めて、さまざまあるというふうに認識はしているところでございます。

ただ、あれもこれもと言ってはあれなんですけれども、ただ、今できるというか、ま

ず医療的ケア児というふうなところが非常に立川市の中では特に何もないと、何もな

いというわけじゃないですけれども、こういう関係者会議がないというふうな中では、

まずそこからスタートをさせていただいて、その中でいろいろ関係者会議の中で話を

していくところで、課題が出てきたところでは、またそこは論点として広がっていく

必要があるのかなと。 

 多分、いろんな課題がいっぱいあって、それをわーっとやっていってしまうと、ちょ

っと事務局的にも整理がなかなか追いつかないところもあって、まずは医療的ケア児

というふうなところでスタートをしていきたいというふうな中で、今進めているとい

うふうなところでございます。 

    まず一旦は、ここでスモールスタートと言ってはなんですけれども、まずここでとに
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かくスタートをさせていただきたいというふうなところで、今設定をさせていただい

たという次第です。 

会長  初年度の調査ではそこから始めたいということでの立川市さんの意向ということは今

わかりました。 

    あとすみません、基幹病院云々ということになると、余りにも世界が違ってよくわか

らないんですが、要するに、立川市の基幹病院が今回の中に入っていないということに

ついてはどうなのかというふうなご質問があったかと思うんですけれども。 

事務局 そうですね、とにかくまず開いていく中で、いろいろ課題は課題として受けとめつつ、

またいい解決方法があればそれを考えていきたいというふうな中で、とにかく委員も

かなり多岐に今わたっているところで、多分、いろいろと考え始めるといろいろ出て

くるかなというふうな感じもあって、まずは一旦はここでというふうなところで、今

スタートをさせていただいたというふうなところでございますので、またそこら辺、

いろいろご議論あれば、そこはそこで受けとめつつ、課題解決の方法についてであれ

ば考えていきたいというふうに考えておりますので、今一旦は一応こういうことで進

めたいという次第でございます。 

会長 一旦ここで。 

   それで次に、いわば、こんな形で困っているお子さん、あるいは家族がいるよというこ

とについては、例えばＦ委員のようにＮＳで仕事をされていたり、訪看でやられている

Ｇ委員だったり、あるいは福祉のさまざまな事業所の方々がリアルにライブに直接かか

わっていらっしゃると思うんですけれども、いわばそこら辺でアンケート調査をかける

という方といいますか、対象になる方、アンケート調査というのはそんなにやっていら

れないよと、いろんな実情もあろうかと思うんですが、少しそこら辺も私自身も知りた

いんですが、例えば、訪問看護ステーションのＧ委員は何か考える上でのヒントといい

ますか、何かいただければと思うんですが、いかがでしょうか。 

Ｇ委員 資料７のほうで、事業所の調査票のほうなんですけれども、今、立川市のほうでは、

24の訪問看護ステーション連絡会議を立ち上げていますので、訪問看護ステーション

に関しては調査を依頼することはできるなというようなふうには思っています。半年

に一回ですけれども、立川市内のステーションで連絡がきちっととれているというこ

ともあって、あとはＭＣＳといって、メールのやりとりでみんなで勉強会のお知らせ

だったり、いろいろやっているので、そこでは大丈夫かなというふうには思っていま 
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す。あと、資料８に関しては、やっぱり主介護者ですかね、お母さんが多いんですけ

れども、自分が休みたいけれども休めないという、体調を崩しているけれども頑張ら

なきゃいけないというところが、お宅にお邪魔するとやっぱりあるんですね。ほかの

健常のお子さんもいらっしゃったりして、その子もちっちゃくて見なきゃいけないけ

れども、自分も調子悪くて。でも、通所に行っているお子さんが帰ってくるのでそっ

ちもという、すごい大変だなというふうにやっぱり見ていて思っていて、それはじゃ

誰に頼むかといって、例えばヘルパーさんにちょっと見ていてくださいとかというこ

とも、なかなか時間数的だったり申請している内容のことでできなかったりというこ

とが実際やっぱりあるなと思っています。 

 そういうところがやっぱりちょっとおうちで見ていて大変なところなので、そういう

内容がきちっと出るアンケートだったらいいかなというふうに思いました。 

会長 ありがとうございます。 

   支援ニーズはもちろんお子さんなんですけれども、やはり子育ての中での親御さんをど

うサポートするか、アンケート調査をつくるところでの難しさもありますよね。家族構

成ですとかいろんなことを考えなきゃいけないというところで、最大公約数というのか

最小公倍数というのか、どういうふうにつくり込んでいくのかというところが１つ課題

ではある。ですから、そこら辺からつかめないと、一般論で終わるんですよね。ありが

とうございます。 

   Ｆ委員のほうはいかがでしょうか。 

Ｆ委員 重症児施設で短期入所といいますと、どうしてもお断りをせざるを得ないという方は、

行動抑制というか、職員の指示が入らなくて、動きができて、医療ケアがあるという

方はなかなか受け入れが難しいという、それが、手帳が何級とか、身障手帳とか愛の

手帳が等級だけでわからないところもあるかなというのは、今ぱっと見たところでは

感じています。 

 施設ってやっぱり集団生活なので、個人的にはお子さんの成長を助けるとか、なかな

かそこが現実的には難しくて、親御さんが来てがっかりするような、こういうところ

に預けなくちゃいけないのかと思うような、実態としてはそういうところもちょっと

あって、みたいなところがあるんですけれども、そういったところも、何だろう、子

どもを預けたいと思う、どういうところなら預けたいと思うかなとか、どこまでなら

妥協できるのかなとか、そういうのも、お話の中では考えたりしています。それはア
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ンケートには難しいかもしれないんですけれども。 

会長 そうですね。親御さんのほう、入所先のクオリティーに対してどこまでどういうふうに

求めるかというか。アンケートに書けるか、今回はでも当事者のヒアリングということ

も考えてということなので、そこも含めて考えられるのかなということと、ご指摘いた

だいたように、資料８でどうしても手帳ですとか等級だとかということになるんですけ

れども、これと支援度というのは必ずしも一致しないというか、むしろずれることのほ

うが多いということがありますので、それをどういうふうにとっていくかですよね。 

   一見、こういう指標的には大変なんだけれども、いろんなサポートが入っていて、結構

元気でいられるという場合もあれば、数値的にはそうでもないんだけれども、大変孤立

しちゃっていてとか、先ほどのご家族全体、いろんなメンバーにいろんな病気とか課題

があるというところまで押さえないとわからないことがありますので、ちょっとそこの

点は共有をさせていただければということで、一旦次にいきたいと思うんですけれども、

今ちょっと順不同ということなんですが、児発のＩ委員、それから療育病院のＪ委員、

ヘルパーというところではＫ委員、Ｌ委員に来ていただいて、相談支援ということでＭ

委員に来ていただいているんですが、名簿上では福祉というところでグルーピングされ

ている皆さんのほうから、順番にでなくて結構なので、こんな点も大事にしなきゃいけ

ないんじゃないかというのがあれば、あればじゃなくて、ぜひご指摘をいただければと

思うんですけれども。 

   Ｍ委員、お願いします。 

Ｍ委員 この松戸のアンケートのままこれが立川市で実施されるとは思っていないですけれど 

    も、これに倣うかなみたいな感じの言葉もあったので、福祉の立場でなんですけれど 

も、家族の不安とかという項目はあるんだけれども、何かもうちょっとポジティブな 

項目もあってもいいのかななんていうのは、ちょっと今見ていて思っています。 

    あと、さっき千葉さんからもお話あったんですけれども、計画相談なんかでおうちの

中へ入ってお話を伺ったりとかしていると、やっぱりきょうだいのいろんな用事でと

かという、そこで何か使えるサービスがとかというのをよく伺うので、そのあたりが

具体的に聞けるような項目があったらいいのかなと感じました。 

    以上です。 

会長 ありがとうございます。I委員さん、いかがでしょうか。 
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I委員  今まで出していただいた項目、そのとおりだと思っています。 

     先ほどＥ委員のほうから災害時のこととかは、事業所のほうのアンケートでぜひ聞い

ていただきたいと思いました。やっぱり医療機関が併設していないところでやってい

る事業所、私たちもそうですし、その中で医療ケアが必要なお子さんを預かっている

中で、災害時の対応というのはとても切羽詰まったというか、本当に実際に起きたら

どうしようかなというところを今不安を抱えながら日々過ごしているところで、多少

の普遍的なことは行っていても、実際のところではまだ課題が、実際はその課題自体

もまだ見つけられないところもありますので、その辺は事業所ごとにどうなのかとい

うことを、現状を知りたいなと思っています。 

    あとは、先ほどのきょうだいの、ご家族の問題の中で、ごきょうだいが抱えている問

題はとても大きいんですけれども、放課後等デイなんかを利用しているお子さんに関

しては、副籍交流という制度があると思うんですけれども、かなり市町村で違いがあ

るんですね。副籍交流の中で、自分のごきょうだいが学校に来ること自体が、やっぱ

りそのごきょうだいが抱える問題として受け入れられないものが現状はあるので、そ

の副籍交流について市町村でどういうふうに取り組んでいくかという課題を見つける

ためにも、その辺の課題というものがアンケートの項目に入ってきてもいいのか、も

う少し具体的に絞り込んでいいのかなという気持ちです。 

会長 学校のことについては、また後ほど寺島先生なりのご意見をいただければと思いますの

で、Ｊ委員、いかがでしょうか。 

Ｊ委員 アンケートについては、うちもアンケートとかは第三者とかいろんなものを家族にお

願いする機会があるので、アンケートをすると、やっぱり家族は期待するというのが

決まり事で、なので、立川市が今後こういうことをやっていくとなると、当然家族の

方は今後どういうサービスが広がるのかなという期待があるので、それに応えるよう

な内容にしていかないと、何でも何でもとなると、割と後々家族の期待が破いて  

しまうということもあるのかなというのは、ちょっと感じるところもあります。 

 うちも長く児童発達という、昔の重心の通所から長くやってはいるので、家族の方の

ニーズは大分変わってきているのかなというのはすごく感じていて、昔はやっぱり一

緒に過ごすというところから、今は少し離れるというところにもやっぱり家族の考え

方とかも少し変わってきているのかなというのは、世代の違いとかということでもあ

るのかなというのがあって、事業所がいろいろ考えていかなきゃいけない時代になっ
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ているのかなと。うちはもう30年ぐらいやっているんですけれども、やっぱり昔と同

じやり方では、なかなか通用しなくなってきているのかなというのは感じているとこ

ろはあります。 

会長 アンケートをやれば、それは掘り起こすことになりますから、掘り起こして大変だとま

た埋め直すことのないようにというのは、今、立川市さんのほうに厳しいご指摘があっ

たということなので、でも、調査というのは本当にそういうことになりますので、大変

だねと言って、大変ですねと言って終わらないように、どうするかという。ただ、ここ

には当然予算獲得ということが必要になってきますので、それに応えられるような、エ

ビデンスになるようなものをちゃんとつくればいいと思うんですね。 

   ぜひ、１桁上がるとは言いませんから、数倍の予算に来年度なるように。でも、予算と

いうのはゼロから100をとるのにすごく大変なところなので、新しくとるのが。ぜひ100

を。 

   じゃ、それはそれとして。 

Ｋ委員 先生、ヘルパーのほうからいいですか。 

会長 どうぞ。 

Ｋ委員 すみません、小平市のあいなんですけれども、すみません、立川のお子さんたちもご

利用者さんいらっしゃいまして、ほぼ呼吸器の方がメーンなんですね。呼吸器の方で、

やっぱり看護師さんとヘルパーとお母さんと一緒に入浴します。結構重篤な方が多い

ので。なので、お母さんが休むところというのがない状態が結構多いんですね。そこ

で、お母さんが休みたい、またはちょっとお外に出たいとか、そういったようなニー

ズがやっぱり結構あるんです。そういうところで、ヘルパーさんに見ていてもらえな

いかなというような要望はすごく聞きます。そこで、やっぱり市のほうの時間数の問

題が出てきまして、時間数オーバーしているよね、オーバーしちゃうよねというふう

に言われるんですよねというのがあるので、そういったところもちょっと柔軟に考え

ていただけたらなと思っています。 

    やっぱりきょうだい児さんというのがとてもネックになってきて、多分来年、一人の

子が、お父さんが結構遠方に転勤になる予定なので、ちっちゃい子の、妹さんの保育

園送りをどうしよう。呼吸器の子なんです、利用者さんは。じゃヘルパーさんに見て

もらえるかといっても、ちょっと体調が波があるとか、じゃどうしようかとかと。フ

ァミサポさんも考えるけれども、ちょっと信頼置けるかどうかわからないと。いろん
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な悩みがあるので、そこもちょっと吸い上げていただけたらなと思っております。 

会長 ありがとうございます。 

   １つには、医ケア児の調査が子どもだけにとどまれないという問題と、もう一つは、や

はり障害福祉サービスのほうとの関係も、やはり一緒になって考えなきゃいけないとい

う部分があって、まずこれが今回の調査にどう反映できるかというのは、また検討しな

ければなりませんけれども、体制を整備をしていくという点では、忘れてはならない視

点かなということをいただいたというふうに思います。 

 Ｌ委員さん。 

Ｌ委員 ヘルパーのあいさんと一緒で、私も訪問介護事業所ヘルパーで、今言ったように、訪

看さんと一緒に入浴したりとか、今じゃお母さんと一緒にという場面で、お母さんも

やっぱりゆっくり休みたい、でも時間数の中でしかやらなきゃいけないというところ

と、あとヘルパーというのは、訪問看護さんと違って、ヘルパーの資格は持っている

んだけれども、医療的な資格は持っていないので、やっぱり訪看さんよりはできない

ことが多くて、訪看さんが医療的なことをやりながら、ヘルパーが補助をしながら、

一緒に入浴をするという場面が多くて、やっぱりその中でお母さんにはその１時間で

もゆっくり休んでもらって、訪看さんと一緒に入浴するとか、あとは通園するところ

の送り出しとかお迎え入れをお母様と一緒に行うというところで、医療的なことがで

きないので、どの辺までのところでヘルパーとしてやれるかなというところですね。 

    あとはやっぱり時間数の中でやらなきゃいけないので、時間がやっぱり足りないとい

うところで、医療的なこともできない、時間も足りないというところで、何かこう、

もうちょっと役に立てたらいいなというような思いはあります。 

    その中で、ちょっと話が飛んじゃう、事業所の実態調査のところで、松戸市さんのほ

うは、170カ所で回収が69事業所しか返事がないというところで、やはりすごく事業

所としては、アンケートがやたら多いんですね。これだけじゃなくて、処遇改善加算

のところのアンケートだったりとか、多分皆さん医療ケア児だけの訪問ヘルパーでは

なくて、うちもいろいろ介護保険もやっているし、重度訪問介護もやっているし、い

ろんなところからアンケートが実際来るので、実際に時期的にもいつも大体同じとこ

ろで来るのがちょっと思ったんですけれども、ちょうど９、10、11ですごくアンケー

トが来るんですね。 

    締め切りがあるんですけれども、実際になかなか忙しくて、このアンケートに協力が
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できない場面が出てきちゃうので、何かせっかくこうやってすばらしいものがあって、

できるだけこの調査にお答えできる事業所をふやすために、何か工夫をしたほうが、

どんな工夫をしていいのかはわからないんですけれども、何か誰かからお願いすると

か、私も誰かからお願いされると、例えば市役所の人に〇〇さん宛てにとか言われる

と、やっぱり一生懸命頑張るんですよ。割とあの方の顔が見えて、あの人から来たか

らちょっと頑張らなきゃとか。でも、実際に何か普通に手紙がぽんと届いて、いっぱ

い仕事忙しいので、中で来ると、アンケートって結局アンケートなので、しなくても

いいような感じもあるので、できれば、せっかくやるんであれば、事業者さんに多く

のアンケートに答えてもらうためには、何かお願いしますみたいな、誰かが言うこと

によって返事が返ってくる数がふえるのかなというふうに思いました。 

会長 ありがとうございます。 

   これは、実施方法というところで、私が解説するという意味ではなくて、先ほどのＧ委

員のほうからでしたかね、24カ所あるところでネットワークができるのでご協力いただ

けると。そうすると、どうなんですか、例えば千葉さんの目をじっと見詰めて、ぜひお

願いしますとやると、やっぱり違うという感じがありますか。 

Ｇ委員 そう思います。多分やっぱりアンケート同じなので、たくさん来るので、みんな忙し

くて流しちゃうんですけれども、何か声がかかることで、やらなきゃというふうに思

ってもらえると思うので。 

Ｌ委員 電話一本でも何か連絡あると。しましたかと。 

Ｇ委員 そうなんです。絶対違うと思います。 

Ｌ委員 全然違いますよね。 

会長 立川市、あるいは小平も入りますけれども、事業所間のネットワークというところを想

定しながら、全部個別打診は、例えば24カ所の訪看全部打診は無理だとしても、今回委

員さんになっているところには直接お願いをしながら回していただくというようなこと

が１つ大事なのと、私も、いろいろとそれなりに経験していますけれども、端的に言っ

て役所は本当に縦割りなので、隣が何やっているかさっぱりわからないという。そうす

ると、例えばですけれども、事業所のフェースシートだけで10個送ると同じことを全部

書かなきゃいけないとか、いつどの時期に誰が何をどうしているかというのを全然把握

していない。せっかく今回には庁内会議というのがなっていますので、ぜひそのあたり

を、何か庁内で工夫していただき、今の直接にお願いするということの工夫と、重なり
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をできるだけ工夫するということと、どうしても重なる場合には、もうまさにダイレク

トに声をかけるんですね。私としてはぜひこれを優先してほしいというようなことも含

めて、半分冗談ですけれども、ぜひそこら辺は回収率を上げるという努力のところをし

ていただくということが重要になるかなというふうに思います。 

   さて、今送り出し側、受け手側、サービスということでお話をいただいたんですけれど

も、ごめんなさい、僕がこの業界わかっていないので、歯科医師会のほうからＣ委員さ

ん、それから薬剤師会のほうからＤ委員さんが来ていただいているので、それぞれのお

立場から今回のアンケートについていろいろとご意見いただければと思うんですけれど

も。 

Ｃ委員 歯科医師会のほうからですと、やはりお口のケアで困っていることがないかとか、あ

と実際に経管栄養をやっている方の口腔ケアなんかはどのようにしているのかとか、

その辺でわからないことがあればご支援するし、実際に口腔ケアをやるのもやぶさか

ではないと。だから、その辺もちょっとアンケートの中に入れておいていただけると、

あとは実際にご飯をうまく食べられているのか、歯科の治療で困っていないかとか、

その辺をちょっと入れてみていただければ。 

    あと、もう一つあれなんですけれども、先ほどＢ委員がおっしゃっていたように、実

際に公的なあれを離れて、自宅にいらっしゃる20歳、30歳、40歳、40まで、その辺の

方々の実際に何人ぐらい立川にはいらっしゃるのかということをやっぱり把握してお

く必要があるので、その辺までアンケートの対象にしたらいいんじゃないかなと思い

ます。 

    というのは、市との折衝をしているところで、一度ここまでという年齢を決めてしま

って、その次の年齢をまたふやしてくださいというと、市側のほうもいろいろ議会の

承認をとらなきゃいけないとかいろんなことがあるようなので、だからできれば最初

から広げておいたほうがいいんじゃないかなというふうに思いました。 

会長 ありがとうございます。 

   ぜひ、課長のほうは耳をダンボにして聞いていていただきたいというふうに。 

 Ｄ委員さん、いかがでしょうか。 

Ｄ委員 お話伺っていまして、実際に薬剤師がいろいろ参画できるところというのが限られて

いるという感じは印象を受けているんですけれども、自己紹介で申し上げましたとき

と同じ内容になるんですが、介護認定の場合は、結構今顔が見えるおつき合いを薬局
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薬剤師もどんどん頑張って外に出ていって、ヘルパーさんとか事業所さん、訪看さん

とかと連携して、やれるところは一生懸命やらせていただいているという現状なんで

すけれども、うちにも中学生ぐらいのお子さんで、ほぼほぼ全介助レベルのお子さん

で、経管栄養とかも１回に一月分の処方で大体８ケース、９ケース、それからお薬に

関しても全て粉砕という形でご提供している方もいらっしゃいます。 

    ただ、正直なところ、何を薬剤師に求めてくださるのか。それで、窓口で結局はいと

お渡しして、いかがですか、けいれんがちょっとおさまりが悪くて、これとこれがふ

えた、これが減った、じゃ持たせてという、そういう話をさせていただいている中で、

やっぱり生活像が全く見えてこない。頼っていいのかわからないし、薬局の薬剤師な

んか多分処方箋出して薬を渡したらそれで終わりでしょうというようなところまでし

か現実には行っていないというのがすごく実情でして、これからは、やっぱり重度の

方のケアも進んで出ていかなければいけないんだろうなという意識の中で、このアン

ケート調査票の吸引に関してとかも、例えば衛生材料って一体どうなっているのとか、

それから経管栄養はもちろん栄養剤ですよね。それに対しての加圧バッグとかはどう

しているのとか、そういったこと一つ一つ、私たちがかかわれることも中にはあると

思いますので、せっかく情報共有をして参画できるというチャンスをいただいたので

あれば、少しそういったところも、じゃ薬剤師、どこでかかわったらいいのかという

のを少しだけ踏み込んでいただけると、私たちもまた顔の見えるお手伝いができるの

かなと思っています。 

会長 どうぞ。 

Ｂ委員 Ｄ委員とあれなんですが、実は訪問薬剤にしても、訪問歯科にしても、患者さんすご

くよく知っていて、ほとんどが訪問薬剤を使っていて、それで配薬してくれて、それ

から物品も配達していただいて、薬剤指導も残薬の管理もやっていただいているとい

う患者さんがうちはほとんどなので、十分サービスを使ってくれている人と、全く知

らない方といらして、大人と違って医療費がただなので、割と導入が簡単なような気

がするので、ぜひおっしゃったアンケートというのも、ニーズをぜひ調べていただけ

ればという気がしますし、歯科の点に関しても同じで、それに入れていただいたほう

が私はいいと思います。 

会長 今のぜひというところと、やっぱりこれ業界違うとわからないんですよね、何をどう入

れたらいいか。ということですので、今のを大事な論点として整理をさせていただきた
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いと思います。 

    今、Ｃ委員、Ｄ委員からお話を伺いましたけれども、保健所のほうから西山委員に来

ていただいているんですが、ちっちゃい子、お母さん、直接かかわるという仕事だとい

うふうに思いますので、ちょっとその観点から伺えれば。 

Ｈ委員 保健所のほうは、本当に全体の一部にはなってしまうかもしれないんですけれども、

西部訪問看護事業という方が入っているところなんですが、今ちょっと全体を聞きな

がら思うのは、一応保健所のほうは６市を管轄しているので、全体を見ると、うちの

保健師がかかわらせていただいているところが大体50弱ぐらいあるというところで、

昨年、一度全部をやっぱりレビューをしてみたんですけれども、そういったときに、

具体的に訪看さんを使っているとか、先生方がどこかというような、そういうちょっ

と個別な状況を一回見てみると、いろいろなことが、資源状況ですとか、じゃここの

管轄の方たちはどのようなニーズの中で資源を使って動いているのかというのも、少

し見えてきたんです。 

    そういったところもあったので、何か行政がやる調査というのは、私も行政なんです

けれども、とった後に、何か多かったとか少なかったとか、そういうような形になっ

てしまうことがやっぱり多いので、もうちょっと、今回は少し見えるような、どこま

で踏み込むかというところはあるかと思うんですけれども、たとえば家族支援とか、

そういったところは非常に大事になってくるかと思うので、少し家族全体、例えばお

母さんの体調が悪いですとか、あと全体的にはいろいろな家族の協力ですとか経済状

況ですとか、さまざまなそういった状況とかもあるかなというふうに思うのと、お子

さんだけではない、そういった項目や何かも少しあってもいいのかなと思ったりもし

ました。 

 あとは、どんなところに、使っている、使っていないというのはあるんですけれども、

どこを使っているのかまでは、やっぱりそれは聞いちゃうのはちょっと踏み込み過ぎ

ちゃうのかなとか、そこら辺ですね。例えば小平さんまで、ある事業所を使っていら

っしゃるですとか、市をまたいでいろんなサービスを使っていらっしゃるというとこ

ろも、そういうのが松戸のほうで調査をされて、多分この結果をもとにいろいろとま

とめていただいているところで、少し振り返ってみると、こんなことをやっぱりとっ

ておくとよかったなみたいなところがあれば、そんなところも入れたらどうかなと。 

会長 そういう意味で、一度松戸市さんのほうには行かれているわけなんですけれども、反省
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点は何ですかという聞き方ではなく、とっておけばよかったなというのがもしあれば、

みたいなところが、もし聞くことができれば、参考資料になるかなというふうに思いま

す。 

   もちろん、メーンのところで今出していただいていることを共有するということになろ

うと思います。 

   さて、今度は保育、教育のほうの委員さんにお願いをしたいというふうに思います。 

   今、医療的なケアのお子さんとの接点があるとか、いるとかということではないにせよ、

これから医療的ケアのお子さんの可能性といいますか、就学前の利用の場、それから就

学先としては、村山特別さんはもちろんという感じがありますけれども、これから先、

普通の小学校というような可能性ですとか、そこら辺もあろうかと思うので、今すぐと

いうことではなくて結構なんですけれども、それぞれのお立場から、先ほど来のお話も

含みながら、このアンケートについてご意見をいただければと思うんですけれども、Ｎ

委員さん、いかがでしょうか。 

Ｎ委員 そうですね、保育所の場合は、もう40年ぐらい前から統合保育ということで、障害を

持ったお子さんを受け入れてきておりますので、そういう意味では、多少、経験が全

くゼロということではないかなというふうに思っているんですが、私が若いときに、

東京都の指導で医療行為はしてはならないということを散々言われてきまして、ここ

に来て何か医療的なケアしなさいと言われるのもちょっと、一体どういうことなのか

なというふうには思ってはいます。 

    いかんせん、保育所の場合は知識とか設備とかもほとんどありませんので、なかなか

難しいところだなというふうに思っています。そこで実際、重篤なお子さんだとか、

本当にケアが必要なお子さんが入ってきたということ、私自身経験がないんですよ。

ちょっと怖いなと思ったのは、昔ダウンの子が入られて、それでお母さん、なかなか

診断書を出してくれませんで、年長になったときに診断書を出してくれたんですよ。

そのとき、たまたま市の巡回があって、その先生が巡回で来ていただいていたんです

が、そのとき、その先生に僕が診断書を見せたら、何て言ったと思いますか。よく生

きてたねと言ったんですよ。ちょっと待ってくれということで、私らに医療的な診断

とか、出てきた診療の度合いのすごさというのはわからないですね。だから、そんな

中でケアしなさいと言われるのも、ちょっとどうかなというふうな気ではいます。 

    私たちは、保育所の場合は預かる側ですから、本当に必要な知識と経験と、それから
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必要な人材と、その人たちがやっぱりどうしても必要になってくるのかなとちょっと

思っています。ですから、アンケート云々という次元じゃなくて、その前、果たして

それだけのニーズがあるのかどうかが、一体どんな子がたちがいてということもわか

らないので、そういった意味では、アンケートをやっていただいて、一応立川市内で

こういうケアが必要なお子さんが何人ぐらいいるんだということが把握できることは

大事かなと思うんですが、ちょっと預かる側としては、本当、正直なところ怖いです。 

 この間、ニュースで通学のバスか何かで吸引できなくて亡くなっちゃったということ

がありましたよね。ありましたよね、知りませんか。知りませんか。そんなことがあ

ったんですよ。だから、もし本当にそういうことで、皆さんおっしゃるように、お母

さんの休養のために例えば保育所を利用するんだということで、そういう方向で例え

ば進まれるんだと、市のほうが進まれるんだとしたら、それはそれなりの設備なりが

やっぱりどうしても必要だと思うんですよね。だから、そういったことがなくて、や

るということについては、余り賛成はできないなというのが正直なところですね。 

 保育士も、とてもいろんなことをやらなきゃいけないんですよ。健常児の子もいるし、

障害の子もいるし、じゃない子もいるし、グレーの子もいるし、いろんな子どもがい

る中でやっていく。それで11時間ですからね、１日。その中で、医療的なケアの子を

どれぐらいの時間お預かりすることができるかとなると、もう非常に不安です。とい

うのが正直なところです。 

    ただ、そのバックボーンというか、きちんとした支援体制ができれば、お預かりする

のは、基本的には保育所はそういうニーズがあればやっていこうという気にはなるん

ですけれどもね。ただ、いずれにしろ、今のこのままの状況で預かりなさいというの

は、ノーと言うことしかないかなというふうに思っています。それが保育所の何とな

く今の現状であります。これは変えたほうがいいような気がしますけれども、やっぱ

り結構予算もかかるし時間もかかるのかなというふうに思っています。 

会長 ありがとうございます。 

   先ほどご指摘いただいたアンケートをやれば期待が引き出されてしまうというのも、聞

きっぱなしにならないといったときに、どういうふうに体制整備をするのかということ

が一方でありながら、しかし、医療的なケアの子たちについての実態はしっかりと把握

しなければならないということですよね…… 

Ｌ委員 私もいいですか。今ちょっとＮ委員さんが言ったことで、私もちょっと共通点があり
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まして、今何か聞いたら私もおっと思ったところがある。やっぱり、うちのヘルパー

のほうも、医療的なケアの必要なお子様なので、実際ヘルパーというのは、医療的な

ことは実際できなくて、うちの会社が始めたのは重度訪問介護の利用者さんがとても

多くて、私も昔はたんの吸引も利用者様と一緒にかわすという時代から始まっている

ときに、私も結構医療的なケアの仕事が好きで、すごくやっていたんですね。 

    うちのヘルパーの、うちの幸ケアサービスのメンバーも、私の友達だったりとか知り

合いが多くて集まってきてくれていて、実際に大人のほうの吸引の人とか、呼吸器つ

けている人とか、そういう知識がある。そういうのを、おむつかえたりたんの吸引し

たり、何か呼吸器の水がたまったら捨てるとか、補助的なことができるヘルパーが結

構そろっているんですね。それで、依頼を受けるとお子様だというと、やっぱり逆に

うちのヘルパーたちはなれているので、ああやりたい、やりたいという感じで、大人

よりちっちゃいからかわいいという感じで、医療的なことが怖いけれども、実際にな

れていてできる。 

 ただ、今言ったように、何もわからないヘルパーがぱっと行ったときに、呼吸器つけ

ている、たんの吸引しているお子さんを見たときに、多分実際さわれないとか怖いと

いうイメージが湧くのかなと。訪看さんだと、なれているのでできるのだけれども、

ヘルパーはそこまで、怖いという、実際それで入りたくないという。ただ、たまたま

うちはそろっているので、みんなやれる、度胸もあるというか知識もあるし、ここは

医療行為、こっちやって、実際私どもが入ると、時間数のほうで入ると、えっ、これ、

お母様たちのほうがヘルパーさんの仕事ってどんなことができるのというところで。

実際にヘルパーの仕事って身体介護で来る。生活援助というのはほとんどなくて、身

体介護の決定が出て来るので、もちろんここでアンケートの中でヘルパーさん、困っ

ていますかとか、自宅でのヘルパーさんと丸はついているんだけれども、実際にヘル

パーさんが何ができて、受け入れ側のお母さんの立場で、どんなことがヘルパーさん

はできるのと。 

    実際に行くと、ここは私は医療行為なので、これは訪看さんの役目ですよ、ここはと

分けていっちゃうと、結局ヘルパーさんって余りできないじゃないけれども、じゃ訪

看さんに頼んだほうがいいじゃんとなっちゃうのかなと思ったりとかする場面がある

ので、もちろんこのアンケートを出す前かなんかに今思ったことは、ヘルパーさんが

できることとか訪看さんができること、こんなことができるよとかいうふうな感じで
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理解をしてもらって、ここに丸をつけるといいよなというような感じは、ざっくり見

て、字がいっぱいあって、何かとりあえず丸をつけていったところで、実際に入って

お兄ちゃんがどこどこ行くから、この日に見守りしていてといっても、実際身体介護

でできることの決定が出ているところで見守りはできないのでとか。時間数も結局足

りないからできないんだけれども。 

    ヘルパーさんの役割、訪看さんの役割とか、丸をつける以前にどんなことができるか

ということを、このアンケートを出す人たちが理解して、したほうが、せっかくヘル

パーの決定が出て依頼をしたけれども、何だ、これしかできないんだったら訪看さん

に頼んだっていいよみたいな感じで、ヘルパーの決定が出ていて、結局余り利用でき

ない、しなくてもいいやとなっちゃう場合もあるので、もうちょっとヘルパーさんの

役割、ヘルパーになっちゃうんですけれども、もっと明確にしてアンケートをしても

らうと、もっとこういうことができてもらうから、こういうことをしてもらいたいか

ら、してもらいたいみたいな感じで理解できるのかなというふうに思いました。 

    すみません、自分で何言っているかわからないんですけれども、伝わったかな。 

会長 調査票のつくり込みですよね。選択肢をわかりやすくして、それをちゃんとチェックで

きるかというところ。つくり込みだというふうに思います。 

Ｌ委員 そうですね。 

会長 幼稚園のほうから、Ｏ委員さん。 

Ｏ委員 そうですね、今、保育園のほうでもお話があったように、また幼稚園のほうでは、特

にやはり障害児に関しては今受け入れて、いろいろやっている最中ではありますけれ

ども、医療的ケア児という形では、全部聞いているわけではないですけれども、余り

入れているところを聞いたことはない。うちの園でも今まで受け入れたことはないと

いうことでやっています。 

    やはり、今おっしゃったように、医療行為ができない。幼稚園の場合、看護師もとり

ませんので、実質的にはやはり余り薬も扱わないという状況でやっておりますので、

私たちがどこまでやっていいいのか、それと、本当に先ほども言ったように、知識も

やはりないし、設備等は全くございません。福祉の部分なので、ちょっとわかりにく

いんですけれども、勉強していかなきゃいけないんだなというところでは思っていま

す。 

    １クラスの人数がやはり20から30ということで、教育メーンでやっている部分が多い
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ので、そこに１クラス20のところに入れるのはもちろん無理であって、人材の確保か

らいろんなことまで考えなきゃいけないのかなというところであるので、今のところ

はそういう話は、余りそこまで進めていく、受け入れていくというのはちょっと難し

いのかなと考えていますね。 

 ただ、このアンケートに関して、それもまたどうなのかなというふうに。他園ではど

のくらい、という形にもありますし、ただ、今入っているお子さんの、生まれたばか

りの弟さんがちょっと医療的ケアが必要なお子さんになってしまったという話はつい

先日聞いたので、お母さんもちょっと大変なところに来ているということころで、ど

うやっていくのかなというところでこのお話をもらったので、多少なりとも興味と、

少し勉強しなきゃいけない、お話を聞いていて、お兄ちゃんは幼稚園に通っています

けれどもというところであるのでとは考えています。ただ、幼稚園協会のほうで、こ

れを持っていってアンケートをとってというのは、どのような形でアンケートを進め

ていけばいいのかなというふうにはちょっと悩んでおりますけれども、協会のほうで

考えていくような形になるかなとは思っております。 

会長 ありがとうございます。 

    今日は小学校長会のＱ委員さんはお休みということでよろしいんですかね。 

    そうしましたら、ＮのＰ委員さんのほうからどうでしょうか。 

Ｐ委員 お子さんの医療的ケアに係る情報というのは、就学前とそれから卒後も含めてある程

度システム化されていますので、就学相談ということで、学校のほうでは医療的ケア

の内容とか実態とかということで、ある程度情報は把握できているかなというふうに

は考えてはいるんですけれども、ただ、やはり個人情報の扱いというところで最近非

常に厳しくなって、なかなかご家庭、お子さんの支援に関しては突っ込んでいろいろ

情報がとれるところはあるんですけれども、保護者の方、それから家庭の問題につい

て、なかなか情報をとるのは難しくなってきているという現状があります。 

    学校としては、ある情報を適切にどこの機関とつなげていくかというところも非常に

大きい課題かなというふうには感じています。それから、やはり医療的ケアのお子さ

んについての、保護者の方のニーズとか要望というのは、やはり年々ふえてきており

ますので、学校としても非常に課題だということで、いろんなお声をいただいている

ところではあるんですけれども、東京都さんの要綱に従って学校のほうで実施できる

範囲というのも決まっているところもありますので、保護者と丁寧にお話し合いをし
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ながら情報を聞いて、どこまで支援できるかというところになってくるかと思うんで

すけれども、そのある情報をどのように、本当に必要な情報をどことつなげていくか

ということを、上がった要望をお聞きして、どういうふうに返せるかというあたりも

含めたアンケートのとり方というのが必要なのかなというふうに。 

 学校のほうでも毎年必ず学校評価のアンケートをとっているということで、保護者に

どう返すかというあたりと、どこまで回答できるかというあたりも、毎年課題   

をいただいているなと思って、その辺も含めて（どうやっていくか考えていきたい）。 

会長 ありがとうございます。 

   アンケートの内容についてご指摘いただいた点については、議事録のほうでしっかりと

まとめていただいて、我々全員で共有できればというふうに思います。 

   もう一つ出たのが、やはり松戸でもそうなんですけれども、事業所というのをどこまで

の範囲を考えるのかというところですね。今回は委員として保育園、幼稚園、小学校、

特別支援学校というふうにご参加いただいているんですけれども、ここまで含めるのか

どうか。それから、対象年齢によりますけれども、成人の事業所みたいなところまで考

えるのかどうか。そこら辺のことが内容なんですが、対象の問題として１つあるという

ことが確認したいと思っております。 

   それから、もう一つは、実際のアンケートといいますか、つくり込みの仕方ということ

でいえば、ここも難しい。できるだけ簡便に、たくさん書かなくてよく、わかりやすく、

しかし最大限の情報をということになりますので、今回は松戸市さんだけですけれども、

委員の皆さんでこんな調査もあったよとか、私も可能な限りつかんでいきたいというふ

うに思いますけれども、松戸市さん以外での、医療的ケアにかかわらなくても結構なん

ですが、そういうような情報があれば、ぜひというふうに思います。 

   それから、この後の次第のほうが７番になるので、その前に、一通り順繰りをしました

ので、Ｂ委員、いかがでしょうか。全体を伺っていただいて。 

Ｂ委員 松戸がちょっとひな型になってディスカッションの土台にはなってはいるんですが、

先ほどちょっとＣ委員がおっしゃったように、立川市独自というような設問が少しあ

ったほうがいいだろうということは確かに思いますし、あとは医療的ケア児って、実

は市内だけで完結していないんですね、サービスが。だから、事業所の範囲をどこま

で広げるかとか、その辺、先生おっしゃったように非常に難しいところがあろうと思

います。 
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    そうじゃないと、実態調査ができないんじゃないかなというふうに思っていますので、

その辺は、各療育施設であったりとか、あと訪問看護とかヘルパーさんがよくその辺

の把握をされているので、ちょっとその調査対象をよく相談をしていただきたいなと

いうのと、私は、今とても教育のほうに興味というか力が入っているところで、イン

クルーシブであったりとか、あとは医療的ケア児、特に動ける医療的ケア児がふえて

いて、実は普通の保育園であったりとか普通の学校に、立川の場合はすごく先進市で、

24時間呼吸器の方が保育園から小学校までずっと９年間通ったという実績もあるので、

一般の保育園の先生方やそれから市内の小学校というのの体制というのがどういうふ

うにかかわってきたのかなというのは、特に立川市が力を入れて本当はやっていただ

きたいところもあるので、その辺の調査を、例えば８番ですか、資料８の６のところ

なんかは、もう少し突っ込んで、進学って通学と訪問教育なんですけれども、これが

通常学校、普通校、特別支援学校、そして支援級とか分けていただきたかったとか、

就学前であったら、どこも行っていないとか、その辺ももうちょっと分けて書いても

らいたいとか、そういうふうなちょっと細かい教育の、これから多分どんどん市内に

入ってくるような気がします、子どもたちが。 

    実際問題、Ｎ委員、申しわけないんですが、私立、医療的ケアが入っておりますので、

よろしくお願いします。その子たちの支援であったりとかというのも、ちょっとこれ

からふえてくるのかなというふうに思ったりもしておりますので、もうちょっと先を

見据えた設問があるといいなというふうに感じております。よろしくお願いします。 

会長 半分といったら、割合はわからないですけれども、特別支援教育の話を突っ込んでいく

ということであって、今まで話題にしていたというと、超重症児というんでしょうか、

重心でなおかつ医療的なケアが必要なお子さんについて、例えば特別支援学校の中でど

うしていくかということがあったんですけれども、いわゆる動く、動ける医ケア児とい

うような、それこそＥ委員じゃないでしょうけれども、歌って踊れるお子さんたちを考

えると、知的障害の特別支援学校ではないなと。でも、肢体不自由はないぞと。じゃ小

学校だってその体制をどうするかというのが、教育学のほうでも、特に就学指導をめぐ

って大きい課題になっているというところなので、でも、すぐやる云々ではなくて、ニ 

ーズ調査の第１回目ですから、そのあたりをどうとっていくか、どう対象にしていくか

というのが１つ考えどころとしてはあるかなというふうに思います。 

これまで、ほぼ順繰りみたいな形でご意見を賜ってまいりましたが、アンケート調査に
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ついて、もう少しご指摘いただくというようなことがあればと思いますけれども、いか

がでしょうか。 

Ｉ委員 大変失礼に当たるかもしれないんですけれども、ちょっとあえて。私は立川市の状況

が十分わかっているわけではないので、ご検討いただきたいんですけれども、これ、

今回も立川市が主催になっていて、障害福祉課の窓口というのは直接、障害を持った

お子さんたちが、お母様がたちが訪ねてくる最初の取っかかりになることが多いと思

うんですけれども、そこの窓口の方たちの医療的ケアに対しての知識とか、実際に窓

口に来られて困ったこととか、わからなくて困ったこととかってないのかなと思うん

ですね。 

    事業所としては、私はちょっと昭島市のほうに建てているんですけれども、事業所と

してできることとしては、市のほうにやっぱりどういうお子さんが来ているのか、こ

ういうお子さんたちってこういう生活をしているんですよという情報は提供していけ

ると思っているんです。 

    窓口に行くときって、大体お母さんお一人で行かれたりとか、お子さんを連れていく

ことが少なかったりすると、どういうお子さんなのかとか生活像がイメージできない

まま、多分お母さんが申請したものに関して受け取るということがどうしても多くな

ってしまうと思うんですけれども、本来は、やっぱり障害があるということに対して、

こういうサービスもできますよ、こういうことはどうですかとかという問いかけがあ

って、やりとりが進んでいくことが望ましいのかなと思うんですね。 

    でも、市の方も、情報が不足しているがために困っていることとかもあると思うので、

市の方たちに向けたアンケートも一緒にというのは難しいでしょうか。 

会長 どうさばきましょうかね。市の職員向けのアンケートをやるかどうかはちょっとおいて

おいて、当然知ってもらわないとならないという。窓口側にはそんなつもりがないにし

ても、結果的にそこで封じ込まれるということになりかねないですね。 

   この問題は、１つには、市のほうにも可能な範囲でお答えいただきたいと思いますけれ

ども、相談支援のほうでも同じような課題が、相談支援に最初から来てくれればいいの

にとか、いろいろあろうかと思うので、ちょっといかがでしょうか、今の。 

Ｍ委員 どっきりなあれですけれども、計画相談って、福祉サービスを使うという状況になら

ないと入り込めないというのがあるので、ちょっとその入り込むタイミングというの

が、すごく、ちょっと後ろになってみたりというのは感じます。この間、それこそ保
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健所のほうから、私がこれからかかわるケースなんですけれども、保健所の方がすぐ

福祉サービス入れないんだけれどもという形でお声をかけていただいたのは、すごく

ありがたくて、退院のところからかかわれるというのは、そのうちの家庭全体のそう

いう課題とかも早いうちからアセスメントできて、ありがたいななんて思って、これ

からそれに携わろうかなと思っております。 

    それが１つと、市の窓口の話。それで、私だけじゃないと思うんですけれども、相談

支援専門員がじゃこのお子さんのことこれからかかわりますというときに、なるべく

市のワーカーさんに一緒に行きましょうというようなことは呼びかけています。立川

市のワーカーさんは比較的時間都合つけていただけるので、一緒に行けるかなと思う

んですけれども、これでも一回相談支援のそういう連絡会があるので、そこで共有す

るというのはできるかなとは思います。そういうお子さんを担当するんであれば、市

役所を引っ張りましょうというところは、お声かけできるのかなと思いますので、ぜ

ひ障害福祉課のほうと一緒にやっていきたいなと思っています。 

Ｂ委員 小児の場合、介護保険と全然違って、根拠法がものすごい複雑なので、市の職員の方

も断片的にしかわかっていなくて、この協議会ができたのは、その辺の情報の共有で

行政の方にも誰に聞いてもわかる窓口というふうな目標も、やっぱり私にはとてもあ

って、その辺の行政側の何かアクションというのがあると、とても実態調査の中で入

れていただけなくてもいいのですが、今後の課題としては、医療、福祉、教育が全部

窓口がどこに行っても、ここに行けばいいよだけじゃなくて、あっちに回されたりこ

っちに回されたりしないような窓口というものをぜひぜひお願いしたいかなと思いま

す。 

会長 きょう、資料３ということで重点的取り組み施策というところで出していただいたのに、

きょう冒頭申し上げましたけれども、情報共有をするということと、連携、つながると

いうことがあって、ぜひこれが、ちょっと嫌な見方になって失礼ですけれども、お題目

に終わらずに、我々もここに集まったメンバーが、事務局も含めて、医ケア児のことの

情報共有だけではなく、医ケア児に係る政策の問題、制度の問題、あるいは立川市の課

題についても共有するということかと思うんですね。 

今、こうします、ああしますということはなくていいので、Ｂ委員さんのほうから投げ

かけもありましたので、課長、部長、いかがでしょうか。 

保健医療担当部長 じゃ、私のほうから直接のお答えになるかわかりませんが。私、保健医療
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担当部長ということなんですが、実は保健師なので、保健所の方ともお仕事をしたし、

Ｂ委員ともお仕事をしたしと言っているうちに、実は保育園で人工呼吸器の子を受け

入れた後だったんですが、保育課長もさせていただきました。 

    その後、医ケアが必要なお子さんについても、保育園の入園は、申請は原則断らない

という原則で、ただ、入れるかどうか、入ってから体制がとれるかどうかは、その後

の検討になりますということにはなりますけれども、何人かは受け入れてきていた経

過もあります。 

    そんな中で、やはり本当の重心のお子さんであれば、まだ保健所につながり、障害が

ある程度あって、いろんなサービスにつながるということはあるんですけれども、そ

うではないお子さんについては、どこも知らないという。病院だけが、退院した病院

だけが、またはそれに伴って訪問看護だけが知っているみたいな状況も多々あるので

はないかなということは想像できていて、ただ、それを私は保健師という立場でいろ

んな場面にいたのでわかっているんだけれども、実際の行政の窓口って本当に知らな

いです。 

    なので、それが少しでも顔が見える関係の中で、家族やお子さんが本当に困り果てて

しまわないような支援が、つながりができればいいなというふうに思いまして、実は

私がＢ委員からつつかれまして、ここの会議を招集し始めたもとの人間かなというふ

うにも思いますので、本当に行政って縦割りなので、そこの制度しか知らないという

状況でもありますので、ぜひ本当に皆さんからのご意見をいただいて、どうあるべき

かというのは考えていければいいかなというふうに考えております。 

会長 ありがとうございます。 

Ｍ委員 いいですか、おしゃべりして。Ｂ委員が学習会を開いていただいて、そういう中で私

も参加させていただいているんですけれども、私もそうなりたいなというちょっと理

想の相談支援専門員がいて、いろんな福祉サービスだけじゃなくて、保健所だったり、

行きたい保育園だったり、もしくは幼稚園だったりというところのコーディネーター

をやれるような人物が必要だよねという勉強会を開催してくれるんですけれども、な

るべくそれに近づけるような、私たちもそういうような位置づけになれるように、ち

ょっと頑張らなきゃいけないのかななんて、お話を聞いていて思いました。Ｃ委員、

こんなでよろしいでしょうか。 

Ｃ委員 ありがとうございます。そう言っていただいて。 
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Ｆ委員 １ついいですか。 

会長 どうぞ。 

Ｆ委員 病院のソーシャルワーカーをしていて、福祉と医療の間にいて思うんですけれども、

今の患者さん、お子さんたちの病名は、専門というか、小児科の医師にも初めて聞い

たわとか、知らなかったわという病名がたくさんあって、私が二十何年前にこの業界

に入ったときは、脳性麻痺と低酸素脳症後遺症ぐらい、てんかんぐらい知っていれば、

ほぼカバーできるぐらいだった。それが本当に、新しいそういう方たちが、いろいろ

新しい病気がわかったりとかして、病名がついて、病名がついたことで何かちょっと

みんながびびっちゃうみたいな。福祉の人からすると、わからないわと思ったり、相

談支援専門員の人もちょっと引いちゃうみたいなのがあるかなと思うので、ぜひこう

いう場でいろんな人たちがいろんな意見を出して、知っていく、わからないことはわ

からないと言える、そういうところになるといいのかなと思っています。 

会長 ありがとうございます。 

   ソーシャルワーカーの養成にも携わっているものですから、目指すところはジェネラル

みたいな言い方をしますけれども、特定分野のところから始まらないとだめなんですが、

目指すところはジェネラルなソーシャルワーカーになってほしい。冨田先生なんかもそ

んな勉強会をしていただいているということでは、ぜひそこの立川の皆さんに参加して

いただきながら、立川はジェネラルなソーシャルワーカー、ナースがいっぱいるみたい

な形になると。 

   そのほかいかがでしょうか。この調査にかかわる。 

   どうぞ。 

Ｅ委員 先ほど何度かお話で出てきた、アンケートをやれば必ずそういった期待が起こるとい

うことが、本当にそれはそうだと思います。というのは、アンケートをやると、２つ

意図があると思って、１つはアンケートをやることによって初めてわかるニーズとい

うのがあると思うので、それを気づくというのはもちろん大事だと思うんですけれど

も、ある程度アンケートというのはもう結果は読めていて、それをあえて出して、そ

れで数字で実証するということもかなり重要じゃないかなというふうに思って、もし 

立川市さんでこういう施策をやりたいけれども、周りを説得するには数字がやっぱり

必要でというのもあるようだったら、それはやっぱり積極的に立川市さんの意図とし

てアンケートに載せたほうがいいんじゃないかなというふうに思います。 
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    というのは、今ここでざっと見ていると、何か登下校のところにすごく濃厚に書いて

あって、アンケートが。多分ここのところに必要だということが言わせたくてなって

いる、設問をつくっている部分もあるのかなと思って、ほかのところに比べてやけに

濃厚なので、多分、ある程度そういうような施策を、こういう施策をやりたいとかと

いうのがあれば、それに織り込めば、結果的に立川市の、その辺のところどうですか。

予算を請求するのに説得に必要なのかというのは、ちょっとわからないところあるん

ですけれども、やはりこういうアンケートとかというのは、かなりそれを支えること

になるのではないかなというふうには思います。 

    私の担当でいうと、在宅レスパイト事業、その辺のところはぜひやってほしいなとか

というのは、立川市さんには思っているところで、多摩地域ではかなり広がりつつあ

るので、立川市さんというのは僕らの目から見るとかなり頑張っていらっしゃるとい

う、医療的ケア児さんについては、すごく恵まれているほうだと思うんですね。だか

ら、立川市に住んでいらっしゃるというと、Ｂ委員もいらっしゃいますし、とりあえ

ずよかったと思えているんですけれども、その中で、こういうことがあればいいなと

いう中の一つが在宅レスパイト事業とかなので、そういうことも必要性をどう思いま

すかとかというのがあれば、もしかしたら数字として出てくれば、それもまた支えに

なる。これは一例ですけれども、そういうことはあるんじゃないかなというふうには

思います。 

会長 ありがとうございます。 

   それについては、あれですよね、障害福祉計画というか、市のほうでの全体の長計から

始まるさまざまな計画の中でどう描くかということになろうかと思いますので、それも

また適宜共有していただきながらというふうに思います。 

   そのほか、調査についていかがでしょうか。 

   どうぞ。 

Ｍ委員 大体推計で29人ぐらいということで、これは、ちょっと私アンケートのことはよくわ

からないんですが、29人ぐらいだったら、郵送での回答じゃなくて、もう少し聞き取

りをするとか、もっと踏み込んだ形のアンケートのとり方というのも可能かなと思う

んですけれども、いかがでしょうか。 

会長 いかがですか。 

事務局 対象者が、あれは推計値なので、実際はわからないんですけれども、ただ、100も300
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も500もというわけじゃないような感じではあるのかなというふうに思っていますの

で、リマインドになるのか、どういうふうにするのか、またちょっと聞くほう、スタ

ッフのあれもありますので、一旦は医療的ケア児に対してアンケートをしていく方向

にして、欠けたところ、余りやっぱり回答数が少ないと、ちょっとやっぱりいかがな

の、どうなのかなというふうな感じは当然ありますし、そんなに多くというか、何と

いうんですかね、数的にはすごく多過ぎて大変というふうなことにはならない部分も

あろうかなと思いますので、そこら辺は面接なり電話なり、手法的にはちょっといろ

いろあるかと思いますけれども、模範的なやり方というのは結果を見ていく中でまた

検討することかなというふうに思ってはおります。 

会長 それは、訪問調査の体制がどう組めるかということと、資料８でいえば、その質問用紙

の最後に今後継続的な情報収集をさせていただけますかと書くかどうかというところだ

と思いますので。学生の論文指導の観点でいえば、調査をそれほど大きい規模でなけれ

ば、アンケート調査をやった後に、情報が不足する場合には訪問調査等をご協力いただ

けますかというのをつけた上でというふうにやるわけですね。 

   ですから、それと、第３回にやる当事者のヒアリング調査というものを、数が、母数が

大きくないんであれば、引っかけるということもあろうかなというふうには思います。

これはちょっとまたご検討いただければと思います。 

   そのほか、いかがでしょうか。 

   そうしましたら、アンケート調査については、いろいろご指摘いただきましたので、事

務局のほうで取りまとめていただいて、我々と共有をして、また意見を出すということ

になりますけれども、いつ、どんな形で、このアンケートについてこうしたらいいんじ

ゃないかという意見集約をするということになりますでしょうか。 

事務局 一応、たたき案というか、松戸のものがありますので、これをもとに、次回が９月に

なりますので、余り長い期間にしちゃうとちょっと皆さんもあれかなという感じもあ

りますので、例えば、今月はもう５月でもうすぐ終わりなのであれなんですけれども、

例えば６月いっぱいぐらいまででするか、７月ぐらいまでにするかというのは、皆さ

んとの何というんですかね、感じはちょっと調整したいなと思うんですけれども、皆 

さんからいろいろ意見があれば、それをこちらのほうでまとめなきゃいけないので、

そこら辺の時間もちょっといただきたい部分もあって、その辺はちょっと皆さんご相

談みたいな感じなんですけれども。 
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会長 その際に、段取りは今回用意いただいた松戸市の調査をベースに、たたき台にして、こ

れでやるという仮に前提だとして、ここはこういうのを入れたほうがいいだとかという

意見で出すのか、きょうもらった意見をもとに、立川市版のひな形をまずつくってもら

って、それを我々のところに来て意見を出すということなのか、そこはどうなんでしょ

う。 

事務局 事務局的には、今この松戸市のがベースとしてありますので、こちらをワード資料み

たいな形で、できれば皆さんにメールか何かでお送りさせていただいて、それで何と

いうんですかね、赤なりなんなり、あるいはそのほかの意見ということで出してもら

うなりというふうな形で出していただいて、それをまとめられればまとめていくのが

割と早い方法なのかなというふうに思っています。 

    議事録についても、皆さんには見ていただかなきゃいいけないので、できれば、メー

ルでやりとりができるといいかなというふうに思ってはいるところですけれども。 

会長 そうですね。要は、基本的な枠組みとして、松戸市さんと同じように調査対象を定める

ための実態調査をやって、その後に支援ニーズの本調査と事業所の調査をするという、

一応この枠組みではいくという理解でよろしいんでしょうか。 

事務局 それが一番私どもとしても聞いていますので、いいかなと思っています。 

会長 そうしますと、その形だとすると、いずれにしろ９月の関係者会議、この２回目のとき

に、最終的に確定するわけですよね、ここの修正が必要。となると、この場でいきなり

見て修正というのは難しいですから、やはり数週間間に、そのプロトタイプというのか、

最終案をもらわないといけないということになるんですよね。そうすると、最終案をも

らうまでに市のほうで調整をしていただくということの逆算をしていったときに、どう

なんですか。例えば６月20日ぐらいまでに意見を出す、それで７月に修正版をもらって、

８月の早い、お盆前ですかね、お盆明けですかね、ぐらいに一応これでいきたいんだけ

れどもどうかというのをもらって、それぞれがまた意見を持って９日にやってきて、確

定するという。そのぐらいの、そういう段取りという理解でよろしいですか。 

（「そうですね」という声あり） 

会長 そうしましたら、６月の何日にしましょうか。ちょっと曜日を、これは市のほうで何日

までにどこへというのをいただければありがたいんですけれども。 

事務局 私の名刺をまたお渡ししますので、健康推進課のほうに、６月20日が木曜日、21日が

金曜日できりがいい金曜日、21日までに健康推進課の私のｅメール、後で差し上げま
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すので、そちらに送っていただく。ただ、その前に皆さんにちょっときょうの松戸市

のものをお渡ししなきゃいけないので、逆に皆さんのアドレスもお聞かせいただきた

いなというふうに思ってございます。 

会長 松戸市のこの調査票は電子ファイルであるわけですか。 

事務局 電子ファイルでいただくつもりです。ＰＤＦになっているので、それをまたドキュメ

ントにしますので。 

会長 わかりました。そうすると、要はまずはそれを送っていただければ、返信で済むわけな

んですけれども、メルアドの集約って今手書きですか。そんなことはある。 

事務局 もしお名刺等であればあれですけれども、なければ私のところに送っていただいて、

それで送り返すというふうな形でも、一番そのほうがいいかもしれない。 

会長 そのほうが確実かと思います。じゃ、やはり鈴木課長のほうにはお名刺をお渡ししてい

ただいて、そちらのほうから各委員さんのほうにそれで流していただいて、返信という

形にさせていただくということでよろしいですか、委員さんの皆さん。 

   メールのアドレスの公開に問題がなければ、少なくともこの委員さんの間では、メール

アドレスまで共有してできればというふうに思いますけれども、それはいかがですか。

今後ネットワークをつくっていこうということですので、じゃそんな形で集約をして、

今度は、委員名簿にメルアドも入れたやつもあわせて送っていただいてということでお

願いできればというふうに思いますので、きょうは一旦課長のほうに名刺を届けていた

だいてというふうにしたいというふうに思います。 

   じゃ、アンケートの検討については、今申し上げたような段取りでいければというふう

に思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

   次第の７番ということになりますが、各機関、事業所の現状や課題ということで、終了

５時半予定になっていますが、５時半までやる必要は必ずしもないんですけれども、せ

っかくの機会ですので、今度はアンケートということではなくて、取り組みですとか、

課題ですとか、市のほうへの要望ですとか、これはもうフリーに出していただければと

いうふうに思いますので、時間をとりたいと思います。せっかくの機会ですので、忌憚

のないところで。 

Ｎ委員 ちょっとじゃ１つ聞いてよろしいですか。先ほどＢ委員もおっしゃられていましたけ

れども、ネットワーク組むのはすごくいいことだし、行政の皆さんが横でつながって

くださるのは大変ありがたいなと思っています。 
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    ちょっと、言葉ですけれども、就学前の医療的なケアをお持ちのお子さんは、早く亡

くなることが多いと先ほどどなたかがおっしゃっていませんでしたか。 

Ｂ委員 私、申し上げましたけれども、それは学童に入ってからよりは、ＮＩＣＵという新生

児のＩＣＵから出てくるお子さんの中で、非常に重篤なお子さんがふえてきていると

いうのもあるんですけれども、それをクリアした場合には、幼児期、学童というふう

にいくので、その圧倒的に最近多いのはそういう方々、難病の方々で、しかも深刻で

赤ちゃんのうちに帰ってくるお子さんは一握りいらっしゃいます。そういう方々は、

生後４カ月前後ぐらいからお帰りになって、大体３歳ぐらいまでにはお亡くなりにな

るという方の小集団はあります。 

    ただ、そういうお子さんたちも、やっぱり生き抜いたという意味合いでのサポートと

いうのは地域ですごく必要なので、そこのサービスって一体どこをどういうふうにし

たらいいのか、医療だけではないので、おうちに帰るという生活をするので、だから

そこに一つのサービスも必要でしょうし、今度は、保育年齢になった年齢でのいわゆ

る統合ですね、統合保育であったり統合教育というのは一つ課題でもありましょうし、

必ずしも統合保育が全てかというふうには思っていませんけれども、そういう形で地

域で生活するというふうなイメージのお子さんは確実にやっぱり支援をしていくべき

だなというふうに思っています。 

Ｎ委員 僕もその先生のご意見にはとても賛成ですけれども、例えば、わからないけれども、

うちでお受けして、たまたまそういったことで亡くなっちゃった場合があって、その

とき、たまたま看護師さんがいなかったとか、そういう可能性はあるじゃないですか。

そのとき、私がマスコミにめちゃくちゃたたかれるんですよね。だから、そういう危

険性って、例えば受け入れる側はあるんですよ。もちろん、一生懸命いろんな手当て

というか、一生懸命やりますけれども、そこを何か守ってくれる、そういうところも

ちょっと必要かなと思っています。 

Ｂ委員 それはやっぱり行政側が積極的にそこに参加をするとか、責任体制の問題であったり、

職員を守るといった意味での体制というのはやっぱりつくらないと、あと教育体制も

ありますし、それは当然だと思います、先生おっしゃるとおり。 

Ｎ委員 そういうことを含みながら、医療的ケアの子どもさんをお預かりするという、そのバ

ックボーンをつくっていってもらうには、やっぱりちょっと時間がかかるのかなと思

っているんですけれども、基本的には、僕はやっぱりさっき先生おっしゃられたよう
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に、一人の人として生まれてきたから、例えば状況はともかくとして、地域の中で育

っていくということはすごく大事なことだと思っていますから、なるべく受けるほう

も、それから受けられるほうも、安全に生活ができるようにしていかない限りは、安

易に受けますよという話をできないというのが現状ですから、立川で約30人だから、

予算的に例えば何か配慮したとしたって、そんな大きな予算じゃないよね、部長。 

保健医療担当部長 まあ、内容によりますけれど、はい。 

Ｎ委員 だからその辺も含めてやってくだされば、受け入れ側がもう少し門戸を開いてくれる

というところ、さっきの吸引の子の９年間の話は、私もそのときに園長していたから、

結局受けてくださったのは公立の保育園さんが受けてくださって、ずっとケアしてく

ださったんですけれども、やっぱり民間じゃちょっと、もう二の足を踏んでとてもで

きなかったということなんですよね。 

    だから、何かをする担保が全くなかった、知識もなかったということなので、この状

況はそんなに大きく変わっていないということですよね。だから、そういう現状をに

らみながらやっぱりやっていってくださるのが一番いいのかな。保育所は、時間も長

いし、開設の日にちもあるから、受け皿とするととてもいいんですよね。とてもいい

と思うので、そこがやってもらうのが本来いいのかなと、ちょっと思ったりするんで

すけれども、今はだめですよ。今はだめですけれども、将来的には…… 

Ｂ委員 先生、医療的ケアでも、１つの医療的ケアの子から、非常にたくさんの医療的ケアを

受けているお子さんもいるので、それってやっぱりハードルが全然違うわけですよね。

だからやっぱりハードルの低いところから徐々にというふうなことが一番いいんだろ

うと思いますし、ちょうど今、先生おっしゃったので、ちょっと紹介いたします。 

    うちの患者さんなんですけれども、国立市在住のお子さんで、胃ろうだけついている

お子さんで、歩けるお子さんが、ことしの４月から国立の保育園にパッケージで、保

育園全部の指導を、１年間の指導をして、なおかつ保育園に全て訪問看護が入る、そ

の時間帯に入るという予算を実は組んだんですね、国立が。それで、１人、第１例目

がその子になって、今非常に状態がよくて３カ月目に入りましたけれども、９時４時

にもうなりました。注入の時間と、あと帰りの訪問看護も一緒のステーションが、請

け負ったという事例があるので、ちょうどお隣なので、１人の人から。 

そこも、やっぱり保家に両担当部長がおっしゃるように、国立はもともと受けたかっ

たんだけれども受けられない事情があって、立川市はもう受ける体制で断らない。こ
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としから積極的に国立は全ての子どもを受けるというふうな何かスローガンを出した

らしく、ことし第１例目、うちの患者さんがそこに入って、元気に通うようになりま

した。胃ろうだけなので、非常にリスクが低いですし、やっぱりやりやすい最初の第

１例で、ちょうど成功して今３カ月目に入りましたので、児童発達支援を利用しまし

た。 

    というようなケースもありますので、Ｎ委員、そんな感じでやりやすいことから、あ

とは教育体制とバックアップですね。 

Ｎ委員 そこはやっぱりちょっと大事にしていただきたいと思います。 

会長 ありがとうございます。 

   医療的ケアということじゃなく、障害福祉関係の制度設計とかつくるのを、かれこれ四

半世紀見てきましたけれども、先駆的な実践があって、自治体の先駆的な取り組みがあ

って、それが積み重なって国の制度になるので、国の制度になったときにどこに返って

くるかというと、自治体に返ってくるということなので、立川市さんにはぜひそこら辺

の先陣を切っていただきたいという希望がたくさん今寄せられているようですので。 

   それでは、いかがでしょうか。 

Ｋ委員 すみません、ヘルパーのほうなんですけれども、私たちも３歳未満のお子様、呼吸器

だったりとか、そういったお子様を何人か見て、Ｂ委員とか一緒に、Ｇ委員も一緒に

支援していただいて、やっぱりすごくその年代って、ごきょうだいさんがちっちゃか

ったりとか、お母さんがとても必要な年代の子が多かったりするんですね。そういう

ところでヘルパーが入っていって、やっぱり不安なんです、すごく、ヘルパーとして

も。やれるケアとしても吸引と注入とって限られているところでなんですけれども、

すごくやっぱりバックアップというか、看護師さんの訪問、医師の往診等、バックア

ップがとてもしっかりされていたので、なので、見ているお母さんも何かあったらす

ぐ電話で相談できる、何かあったらちゃんと受診できるという体制をしっかり整えて

いただいているので、私たちも安心してケアに入ることができたというケースが何例

かあります。 

    やっぱりそちらのお子さんももうお亡くなりになってしまってというのは何人もいら

っしゃいますけれども、とても、私たちもヘルパーとしてはすごく勉強になったケー

スであります。そういったケースも支えていきたいなと思っていますので。 

会長 ありがとうございます。 
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   そのほか、いかがでしょうか。 

   僕のほうからというか、僕のほうで会長を務めさせていただいている自立支援協議会の

ほうでは、みんなでただ集まってシャンシャンにならないようにということで、この２

年、運営部会をつくって相談支援のほうはどうする、就労のほうはどうする、それから

権利擁護はどうする、それから長期入院をして精神の人たちなんかが中心ですけれども、

移行支援をどうするという運営部会をつくってきましたんですよね。私の記憶では、児

童の運営部会をつくるということを当初から想定していたかと思うんですね。そのこと

と、ここは、どんなふうにリンクする可能性があるんでしょうか。 

   これ投げると、自立支援協議会のときに僕に返ってくるんですよね。だから、スケジュ

ールというか、見通しとしては、みえちゃいますけれども、児童を将来的に考えるとい

うふうになっていたかと思うんです。その自立支援協議会で子ども部会ができて、医ケ

アはこっちでケースのほうで動いていてというふうに、ならないようにしないといけな

いなというふうに、強く思います。 

Ｂ委員 小耳に挟んだのは、子ども部会はつくらないんだと聞きました。 

会長 そうなんですか。 

Ｂ委員 だからこっちで。違いましたっけ。そうですか。 

福祉保健部長 それはちょっと知識不足ではあるんですけれども、私が。 

    自立支援協議会とこちらというのは、先ほど来出ておりますように、行政の縦割りと

いうようなところでちょっと分離されてしまっているということはあります。ただ、

内容的には、それぞれが協力しなければいけないということは重々行政のほうも認識

しておりますので、相互に連絡をとり合いながらやるという形でやっていきたいとい

うふうに思っております。 

    また、お子様の支援について、自立支援協議会のほうで部会をつくらないということ

で、こちらのほうがつくられたということではないというふうに私のほうでは理解し

ております。必要があれば、自立支援協議会のほうにつくるというようなことは可能

かと思いますけれども。 

    ただ、こちらのほうにつきましては、今、行政のほうとしましては、国のほうからつ

くりなさいよというふうなことで言われているというような形で、とりあえず先ほど

来、鈴木課長のほうから説明しておりましたように、とりあえずスモールスタートで

というふうな形で始めた取り組みでございますので、これが皆様の活発な意見をいた
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だいて広がっていく、または何か段取りを踏んでやっていくというようなことであれ

ば、自立支援協議会などもそれが絡んでくるという部分が大きくなってきたときには、

そちらのほうに統合だとか、子どもの関係のところへこちらのものをそのまま入れる

だとか、いろんな手法はあろうかと思いますけれども、連携してやっていくというふ

うなことは可能であろうかと思います。 

    現状としては、具体的なものがあるという状況ではございません。 

    以上でございます。 

会長 自立支援協議会に持ち帰りたいと思いますけれども。 

   国の動きは、本心としてはやっぱりゼロ歳から100歳までというのが一貫して通るよう

な仕組みづくりということだというふうに思いますので、今回は医ケアという、実態が

わかっていないお子さんの把握をするということで我々集まっていますけれども、言う

までもなく、これが動き始めたら児童福祉法の中に位置づいたということですから、児

童ですので、医ケア児ではないということなので、そこら辺もぜひ市のほうとも共有し

たいと思っています。 

Ｅ委員 僕、この医療的ケア児というので上げてはいますけれども、医療的ケア児って本当に

数としては市の中で、何十万人のいる中で数は少ないんですけれども、ある意味一番

極端な例かもしれないけれども、医療的ケア児のことを深めて考えていくと、小児全

体とか、あらゆる障害のお子さんとかのことも含めて考えられるんじゃないかなとい

う。結果的にそれが、例えば医療的ケア児の災害対策をどうするかというのを考えて

いけば、結局小児が巨大な災害に遭ったときにどう守られるかということにもつなが

ってきますし、実際、あらゆる障害を持っているお子さんというのは、災害に対して

すごい弱者なんですね。特にその中で、医療的ケア児が弱者だから、医療的ケア児を

結果的に守っていけば、全ての障害を持っているお子さんに対しても、ある程度対策

にも結果的につながるんじゃないのかなというふうに思っています。 

    ですので、医療的ケア児というのは本当にすごい極端な、本当に絶対数的にはごくわ

ずかかもしれないけれども、その医療的ケア児を守っていくという観点からいくと、

それが結果的にいろんなところにつながっていくんじゃないかなと。例えば、先ほど

言った相談支援専門員にしても、医療的ケア児というのは今一番やっぱり難しいとこ

ろではあるかもしれないけれども、結果的に医療的ケア児の中で相談支援専門員って

すごく重要で、相談支援専門員の力をつけていただいて、それで支援をしていくこと
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で、結果的に全体の多分障害に対するお子さんに対する支援になるんじゃないかなと

思いますし、そういう側面も持っているんじゃないかなと。 

    単にだから先ほど言っていたニーズとしては30人ぐらいしかいないというふうに思っ

ているかもしれないけれども、結果的にその支援を突き詰めていけば、障害を持って

いるお子さんとか、もしかしたら子どもさん全体のことを考えることになるんじゃな

いのかなというふうには思っています。 

会長 ありがとうございます。 

   市役所って何時かになると空調が切れるんです。だんだん暖かくなってきました。 

（「これは西日が当たっているからだと思うんですけれども」という声あり） 

会長 わかりました。 

   時間も迫ってまいりますけれども、そのほかいかがでしょうか。 

   よろしいですか。そうしましたら……、よろしいですか。 

（「はい」という声あり） 

会長 じゃ、きょうの次第は全て終了ということで、終わりたいと思いますが、事務局のほう

に一旦お返ししたいと思いますので、お願いいたします。 

事務局 いろいろと皆さんのご意見いただきまして、第１回ではありますけれども、会議をう

まくまとめていただき、本当にありがとうございました。 

    それでは、先ほど伝えましたけれども、メールについては教えていただきながら、ま

たこちらが返していくというふうな形で進めていきたいと思います。 

    あと何かありますか。 

会長 あと、きょう何か提出する資料がありますけれども。 

事務局 そうですね、事務的に皆さんには委員報酬等が振り込みがされますので、そこら辺の

紙含めて書いていただくようにお願いしているかと思いますので、まだ提出等がない

場合は、事務局のほうに伝えていただければというふうに思いますので、よろしくお

願いいたします。 

    そのほか、大丈夫ですかね。次回が９月９日月曜日、15時から、今回こちら狭くて申

しわけなかったんですけれども、この後ろの208、209というもう少し広い部屋にしま 

したので、そちらにお願いしたいというふうに思います。 

    事務局のほうでは、これで終了というふうなことで、あと何かあれば、今回のことは

事務局のほうと打ち合わせいただければというふうに思っております。 
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会長 そうしましたら、終わりたいと思います。 

   どうもありがとうございました。



 

 


