
 

令和２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２年７月３１日（金）午前１０時～午後０時  

開催場所 立川市役所本庁１０１会議室 

出席者 〔委員〕加瀬進、宮田章子、戸田永二、佐藤むつみ、冨田直、関田亜紀子、 

千葉淳、渡部環、亀井美千代、山田克美、浜中佳規、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（保育振興担当課長）、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：令和２年度立川市医療的ケア児支援関係者会議委員名簿 

  資料２：医療的ケア児ニーズに関する調査結果 

  資料３：医療的ケア児の支援に関する事業所調査結果 

  資料４：クロス集計結果 

  資料５：今までの経過と今後の予定について（案） 

会議録 

 １ 開 会 

 ２ 新規委員の辞令交付 

 ３ 委員紹介（自己紹介） 

 ４ 実態調査・アンケート集計結果について 

 ５ 今後の予定について 

 

  

 

 



 

午前１０時００分 開会 

会長 皆様、おはようございます。 

   １回飛ばしの第１回立川市医療的ケア児支援関係者会議ということで、どうぞよろしく

お願いいたします。コロナの中、この時期だったら大丈夫かなというときに、こうやって

第２波みたいな感じになって、皆さんもいろいろと体調のことなど大変かと思いますけれ

ども、この２時間あまりお付き合いくださいませ。早速入りたいと思います。次第に沿い

ますと、これは新規委員の辞令交付については事務局のほうからということでよろしいで

しょうか。 

事務局 では、皆さん、おはようございます。 

  すいません、なかなか厳しい状況の中で、何とか１回目を開催させていただきまして、あ

りがとうございます。 

   今日、事前に皆さんのところに資料についてはお配りさせていただいたんですけれども、

資料の確認をできればというふうに思ってございます。 

  まず、関係者会議の次第がございますかね。皆さん、事前にお配りさせていただいたもの

で、あとは、その次第の中に資料１から５までありますけれども、そちら、資料１が関係

者会議の名簿、資料２がニーズに関する調査結果、それから資料３が医療的ケア児に関す

る事業所の調査結果、資料４が、４と４′になっていると思うけれども、クロス集計が２

つございます。それから資料５として、今までと今後の経過というか、今後についてとい

うふうなことでお配りさせていただいてございます。 

 

新しい委員２名の辞令交付と自己紹介 

  

会長 そうしましたら、早速、実態調査のほうを皆さんと共有をしながら、いろいろとこのサ

ービスの今後の在り方について議論ができればと思います。 

  お手元の、まず資料２のほうと、机上配付の調査方法、調査結果の概要を両方見られるよ

うな位置取りにしていただきながらというふうに思います。 

  それでは、事務局のほうから説明をお願いいたしたいと思います。まず資料の２、ニーズ

調査からということでお願いします。 

事務局 それでは、担当者の方から報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

事務局担当 よろしくお願いします。 



 

それでは、医療的ケア児ニーズに関する調査結果、資料２の方と、あと調査結果の概

要と、あと資料２′の立川市医療的ケア児のニーズに関する調査の回答者、保護者21名

の対象児の年齢性別の内訳と併せて御覧ください。 

   調査方法につきまして、まず説明させていただきます。 

   昨年度、第４回中間報告をさせていただいた数から少し変わっておりますが、実態調査

の方を、まず最初に、市内の医療機関さんのほうや市外の医療機関さん、あと各関係機

関のほうから手渡しで保護者の方に渡していただいたものの回答数が25名おります。25

名の方にニーズ調査のほうを郵送させていただいて、そのうち21名の保護者の方から回

答がありました。回答率が84％です。 

 次に、事業所の調査のほうにつきましては、郵送もしくはメールでそれぞれ送らせて

いただきまして、92事業所、御覧のところに送らせていただいた合計が92の事業所の中

で、74事業所の回答がございました。 

   その中でニーズ調査のほう、資料の２′のところですね、立川市の医療的ケア児ニーズ

に関する調査の回答の内訳なんですけれども、21名の内訳がそこにあります。医療的ケ

ア児のお子さんが、未就学児の方が13名で、小学生の方が５名、中学生の方が３名で、

合計で21名の方から回答がございました。 

   それでは、資料２の方の医療的ケア児のニーズに関する調査結果の方と、あと概要を見

ながら説明させていただきます。 

   まず、１ページ目から、必要とされる医療ケアのところで、胃ろう・経管栄養が67％と

一番多くて、その後、吸引、気管切開などが続いております。 

   ２ページ目以降は、障害者の手帳の所持の有無ということで、身体障害者手帳、愛の手

帳の所持数のパーセントが載っております。 

ここで、１の身体障害者手帳のところの、ちょっと数字が抜けてしまっているところが

ありますので付け加えていただければと思います。１級が75％、３級が19％、ちょっと

空欄になっているところが６級が６％になっております。 

   手帳の後、日中活動の場所やお子さんの状態ということで、３ページから４ページ、５

ページとお子さんの状態の、全介助なのか、一部介助なのかというところがいろいろと

載っております。 

   ６ページになりまして、家族についてということで、自宅で医療的ケアを行う方という

ことで、お母様100％、お父様が90％ということで載っております。あと、例えば介護



 

者の年齢についてなんですが、この７ページのところもちょっと数字の変更がございま

して、７ページの②、30代が36％となっているんですが、これは38％ですね。申し訳ご

ざいません。40代が50％となっているんですが、52％になっています。無回答がなしで

す。５％ではなく、無回答は０％になります。 

   ここで、概要にも書かせていただきましたが、７ページの④のところで、家族による医

療的ケアが困難な場合、代わりに依頼できる相手がいない世帯が38％いるというところ

で注目しております。 

    ８ページ以降、依頼できる相手ということで、人に依頼している場合と、サービスを

利用している場合とそれぞれ載っております。医療的ケアの代わりを依頼したいと感じ

るときということで、それぞれ載っております。 

    ９ページのところの概要に載せさせていただきましたが、９ページの⑦のところです

ね、「主たる介護者」が１日の間に医療的ケアを含む介護から離れられる平均時間とい

うことで、ほとんどないが24％、１から２時間が19％となっております。 

    その後、10ページに行きまして、⑨のところも概要のところに載せさせていただいて

おりますが、医療的ケアについて相談できる家族以外の相手というところでは、在宅医

が62％、訪問看護師さん、62％、あとかかりつけ医のドクターや看護師、相談員が52％、

友人・知人が43％、親族が43％ということになっております。 

   その後、12ページ、医療的ケアに伴う家族の不安についてということでは、②のところ

ですね、一緒に暮らす家族について、12ページの②のところの概要に載せさせていただ

いておりますが、主たる介護者のほかにも負担がかかってしまう、71％、主たる介護者

が、医療的ケア児とその家族の両方の面倒を見ることの負担が大きいが48％、主たる介

護者が、医療的ケアにより自分の時間が持てないというところで48％になっています。 

   13ページのところの③のところの概要のところで書かせていただいておりますが、経済

的不安についてというところでは、働きたくても働くことができない、67％、経済的な

負担が大きいが48％ということになっています。 

   次に、14ページのこちらは概要にも載せさせていますが、⑤のところで、制度などの社

会資源についてということでは、67％の方がお子さんを連れて窓口に行くのは大変とい

うことを感じていらっしゃいます。あと、支援制度などの社会資源にどういったものが

あるのかが分からないが52％、自治体の窓口が多過ぎていろいろなところへ行かなけれ

ばならないが48％と高い数字になっております。 



 

   その下のサービスの利用についてというところで、概要のほうにも書かせていただきま

したが、14ページの①のところなんですけれども、退院後に在宅生活を始める際に、サ

ービス利用やその他のことについて相談できる相手というところで、概要のほうのちょ

っと数字が間違っておりまして、相談できる相手がいたが62％、19と書いてあるんです

が62％です。それで、いなかったが33％になっております。今のは14ページの４の①の

ところになります。 

   その後、サービスの利用については、自宅でのホームヘルパーの利用だとか、ホームヘ

ルパーを利用しない理由というところは15ページに書いてあります。 

   16ページ、施設のサービスのことで書いてあります。 

 17ページは施設を利用しない理由、施設サービスを利用しない理由というところで書い

てあります。 

   その他につきましては、その他の理由というところで載せさせていただいております。 

   18ページは、在宅の医療のサービスを利用していない理由や外出時のサービスの利用状

況、あと外出時に利用しているサービスについてなど書いております。 

   19ページのところの外出時に利用しているサービスのところのｎが12になっているんで

すが、これはｎは８の間違いです。訂正のほうをお願いいたします。 

   次、20ページのほうに行きまして、こちらは概要のほうにも書かせていただいておりま

すが、不足していると感じるサービス、利用したいサービスということで、レスパイト

（休息入院）が33％、短期入所が29％、放課後等デイサービスと児童発達支援が24％ず

つになっておりました。 

   22ページ以降は、短期入所・レスパイト（休息入院）について利用しない理由というと

ころで書いてございます。 

   その他については23ページに、利用しない理由のその他でそれぞれ自由記載で書いてい

ただきましたので、書かせていただいております。あとは、医療的ケア児に対する教育

と保育の支援についてが続いて、結果を載せさせていただいております。 

   27ページの⑧のところですね。学校生活における保護者の付き添いの理由のところが、

ｎが21になっているところ、これはｎ＝８の間違いです。訂正のほうをお願いいたしま

す。28ページ、29ページにつきましては、その他のところで、自由記載のところに、21

名の保護者の方のそれぞれの思いと現状を御記入していただきました。 

   簡単ですが、ニーズに関する調査結果につきましては以上です。 



 

会長  事業所も併せてお願いしましょうか。 

事務担当 続きまして、結果の概要の裏面の方になります。資料の方は３になります。 

   こちらは、医療的ケア児の支援に関わる事業所の調査の結果になります。 

 こちらは、最初の概要のところにも載せさせていただきましたが、医療的ケア児や、そ

の支援方法、医療的ケア児に対する知識についてなんですけれども、医療的ケア児は知

っているが、その支援方法は知らないが31.1％、医療的ケア児もその支援方法も知らな

いが10.8％いらっしゃいました。 

 ページをめくっていただいて、２ページ目が、医療的ケアを実施している、実施を検討

しているも含めての児童数ということで、各事業者さんのニーズがそれぞれ載っており

ます。 

   ３ページ以降が、医療的ケアを実施するための事業運営上の工夫の主な御意見というこ

とで、それぞれ載せさせていただいております。 

   ５ページ目からは、医療的ケアの実施に当たって生じた事業運営への影響や、円滑な事

業運営を図る上での課題が、それぞれ事業者さんごとに多く自由記載をしていただいた

ところを載せさせていただいております。 

 ７ページ以降は、医療的ケア児の実施を積極的に検討するために重要な事項ということ

で、医療的ケアを実施するための職員のスキルアップが図れるが79％でご回答をいただ

いております。 

   ９ページ以降につきましては、介護職員による医療的ケアの実施についてということで、

概要の方にも載せさせていただきましたが、⑨のところ、研修を受講する際、課題とな

ることということでは、研修によるヘルパー不在時、業務体制に支障が出るが60％、研

修の機会が少なく、受講するタイミングが合わないが53.3％、研修費用の負担が大きい

が37.8％でした。 

   11ページのところの⑪のところ、看護師さんによる医療的ケア児への支援の実施につい

てで、医療的ケア児を支援したことがある看護師さんということでは、看護師の配置は

あるけれども、どの看護師も医療的ケア児を支援したことがない事業所が約15％、  

14.9％、事業所に看護師がいないというところが42％、41.9％いらっしゃっております。 

看護師による医療的ケア児への支援を推進するために有効な対策ということで、89％の

事業所さんが、11ページの⑫のところなんですけれども、医療的ケア児の支援に関する

看護師向けの研修の実施というところで89％、挙げていただいております。 



 

   その他の意見も、11ページから12ページにかけて御意見をいただいております。 

   あと、14ページのその他のところ、ちょっと文字が切れているところがございまして、

⑮のところの知っている制度上の支援（分数回答）ｎのところが、ちょっと数字が抜け

ておりました。ｎ＝20になります。 

   14ページ、15ページは、医療的ケア児の支援に関する質問・意見・要望などの御意見を

多く事業所さんの方からいただいておりますので載せさせていただきました。 

   簡単ではございますが以上です。 

会長  ありがとうございます。 

   市の施策につなげるという意味では、不足しているサービスのところですとか、最後の

方に出てきた研修というのをどういうふうにしていくのかということもあろうかと思い

ますけれども、こういう調査結果が出ておりますので、調査結果に関する御質問等々も

含めて、いろいろといただきたいと思います。 

今日、保健医療のドクターの先生方や看護師さんだけじゃなく、ヘルパー事業所、相談

支援事業所、それから学校のほうからも御参加いただいておりますので、それぞれのお

立場から課題ですとか質問ですとかニーズについての御意見等々をいろいろといただけ

ればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

   いつもこういうときはＡ委員に口火を切ってくださいというふうに言おうかどうか迷っ

ているんですけれども、いいでしょうか。 

Ａ委員 最初の資料２の方で、一番印象的なのは最後の皆さんからの、直接介護されている

方々のコメントが一番イメージとして湧きやすいんですが、９ページの主たる介護者が

離れられることができたというところが、医療的なケアの種類によって、ｎが少ないの

でなかなか分けられないとは思うんですが、思ったよりは、私、意外に離れられている

方もいて、多分、ケアの種類にもよるのかなというふうに考えていて、その辺が多少、

医ケアといっても、医ケアの重みというか、数とか重みで多少違うのかなというふうに

ちょっと感じましたというところなので、イメージがありました、ほとんど離れられる

時間がないという方が、どういう医ケアを受けている方が一番大変なのかなというのが、

ちょっとできたら知りたいかなというふうに感じました。いわゆる横の環境ですかね。

あとはショートステイが受けられているとか、そういう福祉サービスが受けられている

人は比較的に楽に感じているのか、その辺であったりします。 

    それから、あとは、大体この資料２に関してはおおむねイメージが湧きますが、一番



 

はやっぱり窓口が少ないというふうなところが結構印象的でした。それと、14ページの

５番ですが、その他の意見以外にここにコメントが書いてあったものがもしあれば、自

治体の窓口が多過ぎていろんなところに行かなければならないとか、あとは支援制度な

ど、社会資源にどういったものがあるか分からないというのは、もうちょっと詳しく分

かればいいかなというのがちょっとあって、ファーストタッチのときに大変だったんだ

ろうと思うんですけれども、何が一番大変だったのかなというようなことだけ知りたい

かなというふうに感じました。まずその辺ですが、よろしくお願いいたします。 

会長  ありがとうございます。 

   最初の９ページの⑦のところの、実はみんなほとんどないのかなと思ったら、一、二時

間は離れられるとか、３時間以上あるという。そうすると、これと、どんな医療的なケ

アが必要なのかとかクロス集計していただいているので、そこの関係が分かると、この

サービスを考えていくときにも、そこのところが必要な情報になるんじゃないかなとい

うことで、私のほうは受け止めさせていただきました。 

   それから、相談ということについては、後ほどまた、渡部さんが医療的ケアのコーディ

ネートもされているということなので、ちょっとまた重ねて皮膚感覚を伺おうと思いま

すけれども、このその他の意見でそれ以外のものがあればということですので、事務局

のほう、分かる範囲で結構ですので、少し教えていただければと思います。 

事務局 クロス集計自体は、ちゃんと資料として出させていただいている上では、手帳の有無

とレスパイトというのが１つの大きなあれだったんで出させていただいたので、ちょっ

と言われた９の７と、あとサービスとのクロス集計自体はちょっと作ってはいないので、

ちょっとそこのところは、作るのはある程度作れると思いますので、後で整理はしてい

きたいなと思いますけれども、若干現場のほうで何か気づいた点があれば、後でちょっ

と宿題にさせていただきたいなというふうに思います。すいません。 

会長  じゃ、その他の意見についてせっかくですので、せっかくといいますか、今、話が出

ましたので、今日、Ａ委員のところの事業所は除いても、ヘルパー事業所の先ほどのＧ

委員、それからＨ委員、それから相談のほうのＩ委員にもお越しいただいておりますの

で、皮膚感覚みたいな話で結構なので、ちょっとこの、例えば相談の窓口がないとか、

離れられる時間について若干どうやら医ケアの種類によって違いがあるのではないかな

ということが推測されるみたいなところについて、何かお気づきなこととか、重ねての

疑問等とかあれば少し御発言いただきたいと思うのですが、Ｇ委員、いかがでしょうか。 



 

Ｇ委員  医療的ケア児コーディネーターとしましたら、冨田先生がお詳しく、参加させてい

ただいたんですけれども、私はサービス提供の責任者という立場から、もっと医療的ケ

ア児のことを知りたいと思ってコーディネーターの研修を受けたんですが、参加されて

いる方は圧倒的に相談支援事業所の相談支援員さんがほとんどで、実際、私たちの事業

所で、医ケアの必要なお子さんから新規の問合せがあった時に、例えば私たちのところ

でもちょっと受けられないというときに、どうしようとなると、やはり決まった、もう

本当に決まった事業所さんとステーションさんにお願いするしかなくて、あとはもう東

京小児の相談支援の方々と相談しながら、ずらしずらしでやっている状況なんですが、

医療的ケア児コーディネーターですといっても、もっとそういう事業所の方から学ぶべ

き、学ばせていただかなければいけないなと思うこともありつつ、お恥ずかしい話です

が、目先の仕事に追われてしまって、実際にもっと社会資源として親御さんとお子さん

の支援をして差し上げたいんですが、他の事業者さんに声をかける等輪を広げていくよ

うなことをできていないと思っていて、他の身近にもし同じような立場の方がいました

ら、ぜひよくよくお話をさせていただいたり、検討させていただいたりできる機会があ

ると大変ありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

Ｉ委員 では、相談支援専門員として医療的ケア児コーディネーターの研修を受けました。 

   ちょっとＧ委員と話がかぶるかもしれないですけれども、私どものところにご依頼が来

るときって、もうほぼ医療が入っている状態で、じゃ、あと地域で福祉をどうやって入

れようかという、ざっくりとした状態で退院されることが多いのかなと感じています。 

   そのざっくりの中で、どういう生活を、主にお母さんになるかと思うんですけれども、

お母さんがどういう生活をしたいのかなみたいなものを聞いていくと、例えばですけれ

ども、兄弟がいたりとかすると、そこに時間を割いたり、じゃ、その時間をどうやって

つくっていくのかなというのを形にしてサービス等には計画をつくっていくというよう

な作業的な感じになるのかなと思います、最初は。その中で、サービスをヘルパーさん

だったり、外ではないけれども、おいおい短期入所とか使えたらいいよねとか、そうい

う形にしていくという中で、お母さんたちが休める時間が生まれてくるのかなと。何か

後付けなんですけれども、そんなような感じをかなり感じております。 

   あと、ネットワークってすごく大事だなと思っていて、私も研修を受けた後に、Ｄ委員

がやっていただいている症例検討会のほうも、また８月に実施されますけれども、そう

いうのに私も参加して皆様と情報共有というのか、自分の不安をそこでちょっとお話し



 

したりとか、またみんなの話を聞いてみたりということで、また自分の認識というよう

なことをしています。なので、やっぱりネットワークってすごく大事だなと思って、医

ケアさんたちだけじゃなくて、ヘルパーさんたちとのやり取りとかもすごく大事に思っ

ております。簡単ですけれども。 

Ｈ委員 うちの事業所は、決定が市から出たところで相談支援の方からヘルパーさんの時間数

はこれだけあるのでと、もう割と決められたところでヘルパーさんの依頼が来まして、

今のところ来たお仕事は全部受けていて、この前初めて断ってしまったんですけれども、

医療的ケア児のお子様に、実際私も入らせていただいていて、うちはサービス提供責任

者が５人いるんですが、そのうち３人は医療的ケア児に入っていまして、ヘルパーさん

の仕事って割と、登録ヘルパーさんは固定の時間で毎週何曜日の何時に何々さんのお宅

に通うという形で入らせていただいているのが基本で、医療的ケア児さんの場合は、割

と訪問看護さんと一緒に入浴とか、ヘルパーさんと一緒に、もしくは訪看さんがいない

のでお母様と一緒に、医療的なことが多いので、一緒にやる場面が多くて、割と医療的

なケアのお子さんは、通院介助もうちはやっているんですけれども、通院のほうもお母

様とか先生の都合で、来月はこことここで、次は東京小児でリハビリとかというのもラ

ンダムな形で組まれてしまっているので、実際に固定ヘルパーさんはうち、いるんです

けれども、固定のヘルパーさんというのは毎週何曜日の何時にもう固定で入っているの

で、医療的ケア児さんのように、今週はないけれども、来週はあって、今ちょっと風邪

気味で入院しちゃったとか、動きがすごく多くて、訪看さんとなるので、訪看さんの都

合とヘルパーさんの都合を合わせなきゃいけなかったりとかするところで、固定のヘル

パーさんにあまり渡せないというのが事実で、ヘルパーさんというのは固定のほうがお

金が稼げるとか、変更があったりすると、いつも開けてやらなきゃいけなくなってしま

うので、医療的ケアさんの、多分そのランダム的なところが、多分ヘルパーさんにとっ

ては、あったりなかったりするところでちょっと厳しいのかなというところがあって、

うちは常勤のヘルパーが医療的ケアに入っているので、私たちはフリーなので、割と変

更もありだし、あったりなかったりもオーケーだし、通院が入ったりリハビリが入って

も、突発的に来ても、今のところは受けてあげることができる状態で、たまたまうちは

７名ぐらい医療的ケアに当たっていて、今回初めて断ってしまったのは、９時から10時

の月、火の送り出しできませんかと言われたところで来たもので、そこはもうほかで埋

まっちゃっていて、私たちももう手がいっぱいになってしまって、本当はすごく、訪看



 

さんと一緒にやるので、すごく私たちも勉強になるし、お子さんなのですごくかわいい

し、うちに今当たっている保護者の方たちというのはとてもいい方たちばかりで、とて

も話しやすいし、すごく私たちもやりやすい方たちなんですが、やっぱり私たちもラン

ダムな動きのことによって、私たちももう手がいっぱいになってしまって、先月来たお

仕事だったんですけれども、３歳の方の通園の送り出しの仕事がせっかく来たんですが、

残念ながら初めてお断りすることになってしまって、私もあの子、どこかの事業所でで

きたのかなって、どこかの事業所で当たることができたのかなっていうようなところは

ちょっと引っかかりながらしてはいるんですけれども、その辺でヘルパーさん不足とい

うか、今もヘルパーさんに断られたとかというところで、何かやっぱりそのランダムな

動きのところで厳しいのかなというところはちょっと。そうじゃなくても医療的ケアを

受け入れるヘルパーステーションは少ないと聞いているので、何かもっと発信できて、

何かもっといいように協力できたらいいなと思いました。 

 今日のこの、いろいろ私も参考にさせていただいて、すごくこれはちょっと今後事務所

に帰って、またみんなでちょっと確認をして、こんなふうにお母さんたちは思っている

よとか、こんなふうに思っているんだ、やっているんだなということがちょっとすごく

これは、実際に入っているうちの会社、ちょっと私としてはすごくいい、参考になりま

した。ありがとうございます。以上です。 

会長 ありがとうございます。 

    今、順番にお聞きしたんですけれども、先ほどのＡ委員がおっしゃってくれた、この

よく分からないというところが、どこでどんなときに発生するのかといったときに、

例えばＡ委員、Ｄ委員のところで、要するに医療に関わっていて、親子でドクターと

一緒にやりとりをして、例えば急性期を受けましたと、NICUから出ますと。さあ、じ

ゃ、どうしたらいいかなというと、そのときに相談に。それで、相談のほうで支給決

定するとヘルパーさんのところに行くという。それで、ヘルパーさんのところでは訪

問看護との調整というのがすごくいろいろあって、多分その中で親御さんの、言わな

いけれども、実はこうしてほしいみたいな思いがすごくあるということと、という流

れなのかなと。それで、どこにどんな改善をしたらいいのかというところが今日の１

つの課題だと思うんですけれども、Ｄ委員、それからＥ委員ですけれども、医療の側

から見て、相談支援事業所を紹介をするだとかという、直接サービス事業所の紹介で

はなくて相談支援のところにまずつなぐという、そういう理解の仕方でよろしいです



 

か。そのときに、何か相談支援がしよく分かっていないとか、数が少ないだとか、そ

ういうようなところがもしあれば、少しお聞かせ願いたいんですけれども。 

Ｄ委員 どうもありがとうございます。私たちの病院、送り出す側の病院という形の方針なん

ですけれども、先ほどＩ委員のほうがちょっとおっしゃっていたところ、気づいてい

らっしゃるなというふうに思ったんですけれども、私たちの病院のほうも、以前と比

べて送り出し方がちょっと変わってきているという。その辺、どう変わってきている

かというと、以前は退院前に、もうとにかく入れられるサービスをとにかく入れると、

もう使えるサービスは全部入れていくと、レスパイトもできるだけ初めから手引きす

るというような傾向がちょっと強かったんですけれども、最近は、それだと結局ニー

ズに合っていない入り方をしてしまって、かえって親子関係があまり退院した後にで

きないんじゃないかという心配が出てきて、どちらかというとざっくり入れるという、

まさに先ほどおっしゃっていたことが行われるようになって、そういう形で入れて、

それで中には当然事前にアセスメントはあって、その御家族と、この子供さんの、例

えば親御さんの介護能力、あと子供さんの医療的ケアの重症度を併せて考えたときに、

かなりしっかり全ての支援の計画をしないと、すぐもう成り立たなくなってしまうと

いうような場合には、当然かなり、そうならないようにということで、慎重に医療的

なサービスを入れていきたいというふうにはしますけれども、ある程度力がありそう

でというところの場合は、少し様子を見て、必要であれば入れるほうがいいかなとい

うことで、そこまでぎっしりというよりかは、ちょっとそういうようなイメージでや

っていることが多いです。 

     それで、そこは本当にきちんとしなくちゃいけないなというふうに改めてこれを見

させていただいて思ったのが、やっぱり地域の相談支援専門員さん、特に医療的ケア

児コーディネーターの方との連携というのはかなりしっかりやらなくちゃいけないな

というふうに思っておりまして、退院前の支援会議には、もう基本的には相談支援専

門員さん、医療的ケア児コーディネーターの方にはできる限り入っていただいて、そ

れでできるだけ十分な情報伝達をしようというふうに思っているんですけれども、多

分まだそれが不足していて、こう見ていくと、やっぱりどこに相談していいのか分か

らないというふうな意見が多かったりとか、あと情報が多い、情報が分からないとか、

情報の知る方法が分からないとかというような、そういうような御意見が結構見られ  

るなというふうに思いました。 



 

     私たちの病院としてできることとして、退院後も支援できることとして、レスパイ

ト事業を少し強くしていこうと。できるだけ対応できるようにしようというふうに考

えてはいるんですけれども、意外とレスパイト事業を使っていない方が多くて、この

アンケートを見ると。特にどのぐらいのニーズが本当にあるのかなというのは、本当

だったら児童発達支援とかを十分に使えばレスパイトってそこまで必要なとのかなと

思ったりとか、単にそういう制度とか、あとやっぱりちょっと書いてあって気になっ

たんですけれども、使うことで負い目みたいなのを感じることがあって使うのを控え

たりしているのかなとか、ちょっといろいろ考えさせられることがありました。だか

ら、ちょっと知りたいのは、もしレスパイトとかあれば使いたいかということはちょ

っと聞いてみたいなという感じはします。 

    あともう一つは、先ほどちょっとＩ委員、Ｇ委員のお話を聞いて思ったのやっぱり支

援する人への支援も必要だなというのは本当に感じていて、ちょっと自分がどこまで

役に立てるか分かりませんけれども、そういう意識はやっぱり高く持って、今ちょっ

と実はやっぱりコロナの影響で、いろんな講演会とか連携とかというのは非常に取り

にくくはなっているんですけれども、その代わりというか、当院のほうでもウェブで

できるだけ連絡を取り合ったり、あと顔を見合わせてやったりとかというのが、それ

がどの程度皆さんにとってメリットがあるかというか、まだ手探りな状況なんですけ

れども、そういうことをやってみていますので、ちょっとできるだけ連携や支援がで

きるような、そしてやっぱり私たち支援者のほうも、結局経験を積んだりとかつなが

りが多くなればなるほど、自然と情報は入ってくるようになるというところがありま

すので、その支援のつながりというのはすごく、私たちが支援していく上でもすごく

重要だなというふうに思っております。 

会長 ありがとうございます。 

    このレスパイト等々については、多分サービスとも関わって掘り下げなければいけな

いところだなというふうに思いますので、またちょっとここは検討できればなと思う

ので、今のＤ委員のお話を伺いながら、やっぱり親御さんと子供さんのニーズレベル

というのが、急性期のもう大変だというときに、さあ、社会資源をどうしましょうな

んていう話は入らないわけですので、だから、そのニーズレベルに応じて情報提供が

できる、あるいは親御さんがそこに行くことができるというようなものをどういうふ

うに相談みたいなところでつくっていくのかというのがあるかなということを感じて



 

いました。 Ｅ委員、いかがでしょうか。 

Ｅ委員 ソーシャルワーカーです。 

    まず、この結果を見て思ったのは、やはり何だかんだ言ってもというか、呼吸器をつ

けている人が半数近くいるんだなということで、私がいる重症児の領域でいうと超重

症と言われる人たちが、本当にこれだけ地域で生活しているんだなというのが、すご

くまず第一印象としてありました。あと、３歳未満の方も６人ですか、いらっしゃる

ということで、たまたま今年３歳未満がこれだけいる、それでこの後なくなるという

ことは多分なくて、こういう形で低年齢の超重症の方が常にいるということを踏まえ

た支援を考えていかないといけないかなというのが、アンケート全体のまず第一印象

でした。 

    そして、サービスと相談の関係とかで思うのは、Ａ委員とかＤ委員のところと関わり

がある方は、ちょっと離れた私から見るともう王道で、多分安心かなみたいな感じで

思っていて、そうでない医療機関から退院してきた方とか、あと難病とか超重症とか

でなくて、割と胃ろうだけですよとか、導尿だけですという方がたまたま療育センタ

ーで、お一人だけニーズ支援調査をお渡しした方がいて、他でもらっていますってい

う方がほとんどだったので、お一人だけ渡した方がそういうような方だったので、そ

ういう方たちは恐らくあまり相談員さんとか、退院のときにもつながらなかったりと

か、療育に行ったらぐらいの感じでいらしているんだなというのが、普段の感覚とし

て今回感じました。 

    あともう一つは、なかなか、私も福祉の人間なんですけれども、ずっと療育センター

で働いていると自然と入ってくる医療情報とか、勉強会の情報とかあるんですけれど

も、地域の相談員の方たちはやはりそこが本当に差が大きい。全く分からなくて、短

期入所の御相談を私たちのところにいらしたりするので、そこは少なくとも私たちが

出会った方には、できるだけいろんなことが伝えられるようにしたいなとは思ってい

ますので、よく福祉の集まりに行くと、病院に電話しにくいと言われるんです。それ

で病院のワーカーさん、忙しくて相手にしてもらえないとかよく言われるので、本当

に個人レベルで申し訳ないのですが、そういうことのないように共有しながらできる

ようにというふうには思っています。 

    以上です。 

会長 ありがとうございます。 



 

    先ほどＨ委員のほうから、ヘルパーと訪看の連携みたいなことでお話しいただきまし

たので、Ｆ委員のほうから、ちょっとそのあたりの連携の課題ですとか、訪看として

のこの調査への実感とかをお聞かせいただければと思います。 

Ｆ委員 私も資料２のほうのアンケートで、先ほどＡ委員もおっしゃっていましたけれども、 

介護、お母さんたちが離れられる時間というのは思ったより、ほとんどないほうが多 

いのかなと思っていたので、ちょっとこの結果が少し意外だったんです。ただ、実際 

にケアされているお母さんたちのほうからはやっぱり、この意見のところにもありま 

したけれども、レスパイトの不足とか、自分がちょっと体調悪くなったときにどうし 

ようという不安だったりとか、そういうところは多く私も感じているので、ちょっと 

休ませてあげられる時間があるといいなとは常に思っています。 

    うちのほうでは、18歳未満のお子さんが７名ほど、今、訪問させていただいているん

ですけれども、やっぱり先ほど言ったように、市内のステーションでも受けないステ

ーションも結構あって、小児のお子さんのケアに依頼が来るのは、多分、少し決まっ

たところになっているのかなというふうな印象があります。 

    それで、どうして受けられないのかなというところで、やっぱり事業所のところの意

見でもありましたけれども、なかなか小児の経験が少ない、看護師がそういう経験が

少ない者が多いということがちょっと問題になっているんだなというふうにやっぱり

分かりました。私たちの方では、ちょっと研修にやっぱり行かせていただいたりとか、

あとは同行で研修に行くんですけれども、その行っている看護師が行ったことのない

看護師に、４回ぐらいかな、同行して、そしてやっと独り立ちみたいな形で、結構他

の高齢者の方と違って手厚くというか、きちっとお母さんとの信頼関係ができてから

訪問させていただくというようなことにしているので、すごく時間がかかるんですね。

それで手間がかかってしまうということがあって、なかなか新しいお子さんにという

ふうにならないんだろうなというふうなことは思いました。 

    ヘルパーさんと今度連携させていただくというか、同行させていただいて、ケアをし

たりとか、行っています。ヘルパーさんと一緒になっているところに関しては、お母

さんはその間、上のお子さんを見ているとか、ちょっとゆっくりする時間をつくるこ

とが、たった１時間、１時間半ぐらいなんですけれども、それぐらいのお手伝いしか

ちょっとできないんですが、そういうふうにしているということと、あとはやっぱり

入退院が結構頻繁にあるお子さんですと、予定をやっぱり立てても、なかなか空きが



 

出たりとか、そういうこともあるので、大体２つのステーションで受けていくとか、

そういう形でなるべく工夫をして受けるようにしています。お断りはないようにとい

うふうにはしているところです。ヘルパーさんと一緒に入っていることで、やっぱり

ちょっとお母さんも、２人で見てくれているので安心とか、そういうのもあるのかな

とは思います。 

     立川市内のステーションでも、やっぱりすごく小児の依頼が増えてきているという

ふうに感じているのが、１名からでも受けられるようにちょっと頑張って受けていこ

うかなというステーションが増えていることは間違いなくて、ただやっぱりばあっと

来られると、夕方の訪問というのがすごく増えてきているんですね。通院や学校に行

って、３時半からか４時からという依頼のお子さんが多いので、うちのステーション

でも実際、夕方５時半が入っているともういっぱいいっぱいな感じで、これ以上、ち

ょっと増えたら受けられるかどうかなというのと、人員的なところ、看護師の不足も

もちろんあるので対応ができるのかな、このままどんどん増え続けちゃうというとこ

ろはちょっと心配しているところです。 

     それで、夕方の訪問が増えてしまうので、ちょっと時間の調整をさせていただいた

り、ヘルパーさんと時間を少し合わせてもらうとかいうところで何とか対応している

ところなので、そこの意見のところにもありましたように、やっぱり夕方の訪問が増

えて受けられなくなってしまうんじゃないかとか、もちろん少しでも支援させていた

だきたいですけれども、実際に看護師の数が少なくてということと、あとちょっと思

ったのが、通院とか学校のところで、お母さんがどうしても行かなきゃいけないとか、

そこに看護師が投入できればいいんですけれども、実際は不足なので、なかなかそこ

が、もっともっと看護のほうで支援ができたら少し楽になるんじゃないかなというの

は私も感じているところです。 

    以上です。 

会長 ありがとうございます。 

    サービスとの関係で言えば、やはりホームヘルプサービス、それから訪問看護の量と

質をどう厚くしていくのかということが１つあるのかなということと、あとそこの調

整、組合せというんですか、同じ時間帯に一緒にいるとか、あるいは時間帯をずらし

てヘルパー利用、訪問看護利用ということで生活を組立てていくとか、そのあたりの

調整を相談支援のところと一緒にやっていけるのか、どうなのかということの、その



 

体制づくりが大きい課題なのかなというふうに伺っていました。 

    さて、お医者さんがあって、相談支援があって、ヘルパーさんと訪看があって、以上

で生活は成り立たないわけなので、今日は歯科医師会のほうから戸田先生にも来てい

ただいているんですけれども、ちょっと歯科医師の立場から、この調査結果、あるい

はケアの子たちのことについて思われることがあれば、いただければと思いますが。 

Ｂ委員 先ほど、Ｈ委員の話でもあったんですけれども、見切れなくて、結果的には断って

しまうということがあると思うんですけれども、そのときに、例えばあそこの事業

所はどうですかという、その連携が、やっぱり聞いていると無理かなと思いました。

あとは、やっぱりどうしても数が、人数が足りないというのは、やっぱりこれから

増やして行かなきゃいけないと思いますけれども。 

     あとは事業所のところで、医療的ケアの支援が分からないというのが半分ぐらいい

らっしゃるということなので、それに対する例えば講習会の実施とか、そういうのを

例えば定期的に行って、そういったコーディネーターを増やすとか、そういうことは

考えていかなきゃいけないと思います。 

会長 ありがとうございます。 

    保健医療関係ということでＣ委員に来ていただいているんですけれども、いかがでし

ょうか。 

Ｃ委員 医師です。よろしくお願いします。 

    正直なところ日々情勢が変わっていて、医療と介護の連携に関しましても、いろんな

状況が変わってきたり、連携推進が深まっている中で、私ども医療の立場で障害者自

立支援制度を利用していらしたりとかする、こういう医療的ケア児の方々との実務者

との連携というのが、どうしても限定的な患者様で、なおかつやれる事業所さんとか

先生方が限られる中で、どうしてもそこに集中してしまうというのは、現実的にはし

ようがないのかなとは思うんですけれども、できないものをただできないというふう

にお伝えするのではなくて、やっぱり介護保険のように、包括支援センターのような

ものがあって、何かそこに相談すればここにつなげてくれるよとか、そういった情報

共有の連携を深めていかないと、利用者さんたちもやっぱり不安に感じるのかなとい

うのは、このアンケートですごく感じました。 

私たちも、正直もう薬局内の業務で手いっぱいなところが現実で、服薬のフォローア

ップも今回法的に明文化されていますので、どんどん外に出ていけという状況にはなっ



 

ているんですが、いかんせんマンパワーが本当に足りないというのはどこの事業所さん

も同じだと思います。その中で、つなげることはやっぱり絶やしてはいけないかなとい

うのはとても感じますので、これから先もやっぱり情報共有とか、何かしらのそういっ

た状況が変わったとか、法整備がなされたということに関しては、逐次会員にもお知ら

せして、言われていることがとんちんかんで分からないよというような対応をしてしま

うと、やっぱり患者さんとか利用者さんが一番不安に思われると思うので、そこをしっ

かり知識を深めていけるような行動を取っていければなというふうに実感しました。 

会長 ありがとうございます。 

   今日はちょっと保育園、幼稚園のほうから御参加いただいていないんですけれども、医

ケアの子たち、その子たちなりに元気に育っていくわけで、いつかは学校がやってくる

わけですね。それで、今日はＫ委員、それから実際に受け入れてくださっているＪ委員

にもお越しいただいておりますので、学校教育の立場から今回の調査、あるいはこんな

サービスを充実する必要があるというあたりの御見解をいただければと思います。Ｋ委

員、いかがでしょうか。 

Ｋ委員 資料２のほうのその他のほうの御意見をいただきまして、本当に特別支援学校でも 

かなり課題だなと思っているところとか、出てきているなというふうに感じています。 

   医療的ケア児が専用通学車両に乗れるようになって、今かなり稼働もしておりますので、

看護師の配置が整って、御本人の体調が安定して、医療的ケアが学校で安定して実施で

きるようになると、今、希望がある方にはほぼ医療的ケアの専用通学車両に乗れている

ような状況に本校ではなっています。 

    ただ、人工呼吸器の方は、医療的ケアの専用通学車両の対象外ということになってお

りますので、体調の安定しない方だったり人工呼吸器の方に関しましては、自家用車で

登校していただいているような状況になっているというような課題が今あります。その

あたりは、なかなかすぐどうこうなるということではないんですけれども、その辺やは

り保護者の方からも,どうにかならないのかなというようなお話も聞いておりまして、

学校のほうとしましては、今のところそういう状況であるというところのお話にとどま

ってはいるんですけれども、やはり学校に来て教育を受ける権利がありますので、やは

りそういうサービスをうまくつないでというか、できないかなというふうには感じてい

ます。 

    例えば、移動支援のところの通学支援というところでできないかという問題だったり、



 

自家用車がない方もいて、今、このコロナの時期に公共交通機関を乗り継いでくるよう

な状況の方も実際いらっしゃったりするような実態がありますので、そのあたりは通学

支援のほうのサービスとかは何となく可能かなというようなところをちょっと感じてお

ります。 

    それから、医療的ケアの保護者に関しましては、安定して学校で医療的ケアができる

まで、保護者に待機していただくということが大きな課題になっておりまして、そのあ

たりも、本当に保護者のお力に頼らざるを得ないところがあるんですが、一応、学校と

しましては、保護者の方に代わる代理人の方でも大丈夫だという話はしているんですが、

なかなか保護者と同等の医療的ケアができるような代理人の方というのはなかなか探せ

ないというような課題もあります。こちらのほうも、例えば保護者が代理人を依頼して

いただくという形になるので、そちらに関しては保護者が全額、代理人を頼んだ際にも

負担していただかなきゃいけなかったりですとか、そういう問題も出てきていますので、

そのあたりが何かサービスがうまくつながったりですとか、例えば訪看さんがうまく学

校に入って、保護者がその間、離れてできないかなというあたりも、学校のほうでは少

し話が出ております。そのあたりの２点が、今学校のほうで、うまく市のほうのサービ

スが共有というか、サービスが継続できるといいのかなというようなところです。 

会長 ありがとうございます。 

   国レベルでもそうですけれども、やっぱり学校の場合、付添い問題ですよね。通学のと

きの付添いと、学校の中での安定するまでというところでの待機もしなきゃいけない。

結局これは親御さんの生活、それから例えば働かなきゃいけない、働きたいんだけれど

も、それができないということでという生活の不安定さにつながってくという心配して

いるということで、本当に訪看なり何なりが幼稚園、保育園、学校の中に、常設でない

にしても、入っていけるような仕組みみたいなことができていくというのも、１つ、こ

のサービスづくりのところでは課題として取っておいていいかなというふうに思いまし

た。さて、Ｊ委員、小学校は今、これまでコロナでそれどころじゃないかとは思うんで

すけれども、受け入れていらっしゃるということで、このコロナ状況の中も含めてちょ

っと様子を、まず聞かせていただければと思うんですけれども。 

Ｊ委員 小学校ではコロナ対応で、本当に大変な時期を迎えています。ちなみに、今日は立 

川市の小学校は終業式で、明日から３週間の夏休みに入る予定です。やはり今コロナ

の関係で、教育の機会をどのように保障していくかが、大きな課題となっています。



 

３月、４月、５月と約３か月間授業ができなかったことに対して、立川市では、夏休

みを短くする、第１、第３の土曜日を基本にして授業を行う、そのようなことをして

授業時数を補っています。学習指導要領に定められている授業時数については100％

は補うことはやはり厳しいです。ちなみに本校では、約95％を確保しました。ただ、

授業によっていろいろな制限があり、例えば音楽では、発声練習ができないのでリズ

ム中心の授業を行っています。今、学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」

が重視されていますが、向かい合っての対話ができないので、お互いが離れたり、ホ

ワイトボードを使って意見を書いたりして工夫しています。あと体育については、人

や物に接触ができないので、マット運動やボールを使う運動が制限されていてできな

い状況です。でも、どうにか工夫を重ね、この１学期を無事に終えることができまし

た。 

様々な医療ケアが必要な児童がいると思いますが、このアンケートを見たり、自分

の教員経験を振り返ったりしてみると、保護者の負担が非常に多いと思いました。ま

ず学校に連れて来る、教科によっては、その授業の時間にずっと教室についていなけ

ればいけない場合があります。やはりケアに多くの時間を費やしている保護者の負担

も大きいなと思いました。 

     今、コロナ対応と関係した内容で、学習の保障をどのようにしていくかということ

で、ＧＩＧＡスクール構想があります。教育用タブレットを１人１台貸与します。現

時点では、まだ立川市では完全に実施できていません。タブレットを配布してネット

ワークによる授業を行うにあたり、その教材を作るための教員のスキルが追いついて

いないというのが現状です。この医療ケアに対しても、学校に来ることができない児

童がタブレットを使って学習することが可能になります。コロナ対応に関連して、そ

ういうことも、今教育現場の大きな課題であります。皆様もそうだとは思いますが、

学校業務もたくさんあり、日々いろいろな対応に追われています。簡単ですが、感想

を踏まえて述べさせていただきました。 

会長 ありがとうございます。 

    一通りというわけではないんですけれども、調査の共有ということで、今日御参加い

ただいている皆さんからいろいろと御発言をいただいたところです。 

     その上で、やはりどういうサービスをつくっていくかということで、少し最後、ま

た御意見をいただきたいと思うんですけれども、今日のこれまでのお話で出てきたの



 

が、訪問看護、ヘルパーの量と質の充実、医ケアについて、で、受け入れるところを

どれだけ増やしていくかという問題と、それから、そのサービス間の調整みたいなこ

とをどうするかということと、医ケアに関する相談ですよね。今、研修をしていると

いうところなんですけれども、かゆいところに手が届くような情報提供ができる、そ

のためにはネットワークができていないといけない。だからこそ、今、こういう会議

をやっているとも言えるんですけれども。 

    それから、Ｄ委員からちょっと出ていますけれども、この調査ではレスパイト（休息

入院）、33％欲しいというのが出ていて、一方で、感じとしてはニーズは高いんだけ

れども、使われていないというところも見られてくるという、そのあたりの理由です

とか、普及みたいなことをどうするか。 

    それから、今日は児発の方はいらっしゃらないので宮田先生からまた御意見いただこ

うと思っているんですけれども、児童発達支援のところで医ケアのところをどうする

のか。あと、放デイですよね。だから子供の居場所、それから親御さんの時間、両方

をいい質のものをやっていくという意味では、通う場所、就学前までは。あるいは学

校に上がっても、放デイというところが大きい課題となるのかなということですね。

そんなようなところが見えてきたかなというふうに思います。Ａ委員、児発という観

点から何かございますか。 

Ａ委員 私、医療者でもあるんですが、私の施設で児童発達支援、重症心身障害児の児童発達

支援もさせていただいているので、ちょっとその観点からお話をしたいと思いますが、

当施設というのが重症心身障害児対応の児童発達支援の中でも、特化して医療的ケア

を受けている人だけを受けている、ちょっと非常に偏った施設ではあるんです。当初

の目的は、特に非常にたくさんの医療的ケアを受けていて、人工呼吸器をつけている

お子さんたちというのは、お母さんたちの負担が非常に強いということで、レスパイ

トをしたいけれども、特に３歳未満というのはレスパイトの先がなかったりというこ

との背景もあり、それから、あとは見就学が圧倒的に私が受け持っていたりしている

年齢で多かったということもあって、なかなか先がないということで、医療的ケアの

お子さんに特化してお受けしているんですが、重症心身障害児の児童発達支援と発達

障害系の児童発達支援というのは全く質が違いますし、それから方向性も違うんです

が、主な目的は、やはりお母さんのレスパイトがまず最初に目的として掲げています。

それとともに、お泊まりのレスパイトというのは、どうしても看護側が預かるので療



 

育的な要素というのは非常に少ないとのことで、ここもちょっと遊びの要素が非常に

少ないということもあって、当初は保育士さんであったり、ケアラーと言われる人た

ちを主体に、もちろんしたいと考えていたんですが、実際開けてみますと、特にコロ

ナのこともあって看護力が非常に必要なんですね。しかも、コロナだと１対１対応に

しないと、その処置と処置の合間のガウンテクニックであったり、吸引操作とか吸入

が非常に多かったり、カフアシストをやらなきゃいけなかったりとかいろんなことが

あって、ほぼほぼ１対１みたいな感じになっているので、ちょっとお金のことを言う

と大変なんですけれども、とてもじゃないけれども、看護師さんが２人じゃ足りない

という感じで、大体非常勤も入れて３人ぐらいで、子供に１対１対応に、今、コロナ

の状態でやっているという感じです。 

     ただ、そのおかげで、私ども、10年ぐらい前から比べると子供の入院率というのが、

急性期の入院率が非常に下がったというふうな印象がすごくあって、うちはやり始め

て３年目ですけれども、お母さんたちもがっちりしているし、それから訪看さんたち

も力がついてきたし、我々はどういうところで家でとどまれるのか、そうじゃないの

かというのも分かってきたし、お母さんが預けることによってやっぱり余裕が出てき

て、全体的に健康が維持ができているという感じが１つありますし、児発というのは

やっぱり楽しいこともいっぱいあるので、子供たちが大好きという、通園の場所とし

てもすごく大事なんですが、先ほどヘルパーさんも言われたし、訪看さんも言われま

したけれども、急なお休みだったり受診だったりすることが多くて、毎日本当は通っ

てほしい、体力がない子は週に２日とか３日ですけれども、本当は定期的に通ってほ

しいけれども、そうじゃないお子さんも多いので、登録の人数はある程度確保して経

営も守らなきゃならないというふうなこともあって、定員が一応５なんですけれども、

５は無理で４で回していて、なおかつ、コロナのときは一時３人で、今もちょっと部

屋をもう一個つくって４人収容ということにしています。ということなので、スタッ

フが最低７人か８人は要る感じで回しているという形です。 

    だけれども、ショートステイが意外に使われていないというのは、その辺で、児童発

達支援のそういうところが、ある程度幾つかできてくれば、お泊まりのショートステ

イは確かに減る可能性はあって、お一方は全然利用していないんですね、それがある

から行かないというふうにおっしゃっているので。ただ、私たちは、夜に全然お母さ

んが寝られないから、お泊まりすればいいんじゃないと思うんですけれども、手続が



 

大変ってよく言われます。そんなような、すいません、そんな感じです。 

会長 具体的なサービス設計はまた市のほうというとこになるんですけれども、どこに予算を

かけていくかということですよね。ニーズがそれほどないところにお金をかけてもし

ようがなくて、今の宮田先生のであれば、児発のところが充実することによってレス

パイトみたいなところが少なくなるのであれば、経営も大変でしょうから、やっぱり

今の単価でやれるのかみたいなところでもあるんだと思うんですね。じゃ、そこを立

川市として強化できないかとかというあたりが、１つあろうかというふうに思いまし

た。 

    相談のほうで、Ｉ委員のほうからちょっといろいろと話が出ましたけれども、不足し

ているなというサービスとしては、結果の概要のところで短期、レスパイト、放デイ、

児発というあたりが出てきたんですけれども、いや、これ以外にここは重要だとか、

そんなようなところって何か見えてきているものはありますか。 

Ｉ委員 今出てきたものはもう絶対的に少ないなと思うんですけれども、サービスじゃなくて、

私たちのフローとか、私たちが計画相談の相談に限らずの相談なのかなというのは、

情報提供だったり、さっきの包括的なという話も出ていたんですけれども、医ケアに

関しては、それがちょっとまだ全然確立されていないんだなという。相談というとこ

ろかなって、お話を聞いていて思いました。以上です。 

会長 相談の体制というか、研修みたいなこともかなり重要という感じでしょうかね。ですか

ら、研修の中身をどうする、研修のコースをどうする、当然予算も必要、それから研

修と簡単に言っても、出られないでしょうと、今の仕事を回すのにという。そこのあ

たりが、研修って、内容づくりだけじゃなくて、ちゃんとそこに出席できるという体

制もつくらなきゃいけないというところが１つ大きいかなというふうに今感じたとこ

ろです。 

     さて、一通り御意見いただきながら、そのサービスのところについても、研修も含

めていただいたということなんですけれども、それ以外にここをぜひというようなと

ころがあれば、御指摘いただければというふうに思います。直接この調査結果に関わ

らなくても結構ですので、今後の医ケアのサービス、あるいは体制づくり全般で結構

ですので、少し、もしあればいただければと思います。 

Ｉ委員 じゃ、１ついいですか。 

会長 どうぞ。 



 

Ｉ委員 すいません、調査の中の13ページのその他の意見、下のほうのその他の意見でもあっ

たんですけれども、今回コロナのいろんなことがあって、市役所のほうからも情報

提供で、アルコールを優先調達するよとか、マスクの優先調達があるので、お母さ

んたちに発信してくださいというような情報をいただいたりとかして、もう慌てて

電話したりなんだりとかするんですけれども、お母さんたちは結構ＳＮＳでつなが

っていて、ああ、もう大丈夫、知っていますとかというのがすごくあったんですね。

それで、やっぱりサークル的なようなものとか、そういうのってお母さんたち求め

ているんだななんていうのがあったので、ちょっと今触れていなかったので、ちょ

っとお伝えしたくて、コロナ関連のことでお伝えしたくて発言させていただきまし

た。 以上です。 

会長 ありがとうございます。 

      大分前になるんですけれども、横浜の調査で、親御さんのニーズ調査をしたこと

があって、ゼロ歳から３歳のときのニーズで一番最初に出てくるのが、同じ立場の

親御さんと出会いたいという、これがもう強烈に大きかったという、多分そういう

ことだと思うんですよね。要はハードなサービスというよりも、ソフトなネットワ

ークみたいなものをどういうふうにつくり上げていくのかということですね。本当

に対面のネットワークも当然大事なんですけれども、コロナがある意味教えてくれ

た、このオンラインというか、ＳＮＳの活用というのがやっぱりあり得るのかなと。 

 私も今ずっとオンラインの授業なんですけれども、３月のときにオンデマンドの教

材を使ったり、Ｚｏｏｍで100人の学生の授業をやるなんていうのは、大体そんな

単語も知らなかった人間ですから、でも、なせばなるというか、そういう新しい世

界も見えてくるのかなというところなので、ちょっとここら辺もまた、これはサー

ビスというのか、ネットワークづくりということでしょうね。ということも、１つ

考える必要があるかなということを御指摘いただきました。 

ほか、いかがでしょうか。 

Ａ委員  やはりとても感じているのは、やっぱりそのケアを支援者ですね、家族の支援者の

研修であったり、それからネットワークであったり、相談先であったりという、１

つ大きな研修、相談という支援者は、今度はお母さん側の相談の窓口、大きなくく

りの相談窓口であったり、先生方がおっしゃるような何か窓口であったりするんで

すが、仲間づくりというのが、実はお母さん同士では、結構意外に病棟であったり



 

とか、同じ病気の人たちのホームページじゃないけれども、そういうところで発達

してやっているという。それがすごくいいことと、逆にそれが偏った情報になって、

非常にそれがあっと言う間に回って、いや、Ａという患者さんは適用できるけれど

も、Ｂはそうじゃないんだけれども、頑なに主張されて、我々、意外に困ったりと

いうこともあるので、正しい情報をその中でニュートラルに出すということもすご

く必要かなというふうに思っています。 

      ただ、看護師さんの研修であったり、ヘルパーさんの研修を一応受けてはいるん

ですが、やはり現場、ＯＪＴの形の、ウェブもすごく大事ですし、今の時代、そう

なんですけれども、現場の方々というのはやっぱりＯＪＴが圧倒的に必要で、拝見

していると、それが一番印象づくし、それがいいかなというふうに思っています。

一方で、今、ウェブとおっしゃいましたけれども、冨田先生と私どもは退院支援会

議をウェブでもう既にやっていますし、先だっては相談支援の方と、それから行政

の方、行政の方はちょっと入れなかったんですけれども、地域のネットワークでケ

ース会議を、医ケアが変わったので、医ケアが変わったことでサービスを変えなき

ゃいけないのでということで、ウェブと、それから一部の現場の人たちが私のとこ

ろに来て、ほかのウェブで会議をしたりというふうな感じで、意外にそうなると割

とフットワークもいいし、物も言えてということで、大変皆さん慣れてきているの

で、その二本立て、１個を捨てるわけにはなかなかいかないなというふうには感じ

ています。 

Ｄ委員 今のウェブのことについて、ウェブは確かにかなり便利だなとは思うんですけれども、

若干不自由に感じているところもなくはなくて、やっぱりちょっと個人情報の問題

なのかもしれないし、いろいろな情報漏えいとかを心配されていることなのかもし

れないんですけれども、なかなか加わっていただけない方もいらっしゃって、今、

正直、自治体関係が圧倒的に多いんです、そういう方が。それで、ちょっと立川市

がどうなのかはすいません、ちょっと分からないので、あくまで一般的な傾向を言

うと、一番お膝元の東京都の福祉保健局が入っていただけなくて、保健所の看護師

さんとかに集まっていただきたいと言っても、ウェブだと駄目だというふうなこと

がしばしばあって、熱心な方だと、ウェブでできないんだったら、うちに頑張って

来ますといって来ていただいてという形で、ちょっとソーシャルディスタンスを保

ちながら、病院の中でウェブやるという、ちょっと何かややこしくやったりしてい



 

るんですけれども、そういうことをやったりはするんですが、でも、何かその辺の

ところがやっぱりちょっと、若干自治体がそういうウェブを使った連携というのに

ついてきていないところがあるなと思うので、ちょっとそういう、申し訳ないです

けれども、御家族のほうも、その辺のところはメリットを大きく感じながらやって

いる部分はあるので、ちょっとその辺のところを優先すべきところが若干必要なん

じゃないかなというふうな希望は感じています。ですので、その会議というのは親

御さんも参加する会議ですし、親御さんが皆さんに、私の子供のことをよく知って

もらいたいということで参加する会議なので、自治体の方も積極的に参加していた

だければなと。 

実際、移動時間がかないというのはすごく大きなメリットなので、普段の仕事に

支障というのは最小限で済みますし、そういうところは自治体のほうとしては、今

そういう、もう多分ウィズコロナ時代でそういうふな勉強の仕方が１つの手段にな

るのかなということは、もう敬遠しないで考えていただきたい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。そのほかいかがでしょうか。 

     そうしましたら、プラスアルファで気づかれた点とか伝えたい点がありましたら、

またメール等々で事務局のほうに寄せていただければというふうに思います。 

     ということで、アンケート調査の結果についての検討はここまでとさせていただき

たいと思います。 

     問題は今後、日程だけではなくて、ニーズは聞きました、大変ですね、終わりとい

うのは最もやってはいけないことなので、ニーズ調査をしたからには、それを少し

でもサービスの前進につなげていかなければならないということになります。次の

ステージに我々も上がっていくことになりますので、そんなことをちゃんと意識を

しながら、今後の予定についてということで、これは事務局のほうでお願いいたし

ます。 

事務局  今後の予定ということで、資料５といたしまして皆さんのお手元に配っております

けれども、一番上の段は通年のもので、真ん中の段が今現在のこと、一番下がこれか

ら先ですけれども、来年度のというふうなことで、真ん中の段のところで７月31日が、 

 今日が第１回の医ケアの関係者会議と。それで、第２回目以降、今年度は４回とい

うふうなお話をさせていただいたんですけれども、ちょっとコロナの関係もありま



 

すし、そこまでやっても、ちょっと無理はしないでもいいのかなというふうなとこ

ろもあったり、あるいは今年度、ちょっと学習会をやっていきたいというふうなこ

ともあったんで、そこら辺でどういうふうに考えていくのかというふうなことをち

ょっと出していただければいいのかなと。 

 そして、当初は２年度で一応終了というふうなことになってはいたわけですけれ

ども、ただ、なかなか今年度だけで終わりで大丈夫だろうか、どうだろうかという

ところで、来年度のところで何か御意見等あれば、出していただきながら、少し御

議論いただいて、行政のほうも、それに基づいて考えていきたいと、そういうふう

に考えてございます。以上でございます。 

会長  まず今年度、真ん中の段の下に１回、２回、３回、４回とあって、１回目が今回とい

うことになりました。それで新規計画、これはずらし込んでやっていくのか、例え

ば今回調査で、その次に講師を招いての勉強会みたいにして、今年度の最後に新規

計画というふうに持っていくのかというあたりの組立て方になろうかというふうに

思うんですね。その辺について、またＡ委員に振ってしまうのですが。 

Ａ委員  今、大体アンケートの全体像が見えてきたので、それを受けて、私、一応考えてい

るのは、やはり講師で研修会をやらせていただいて、その全体、今の今回のアンケ

ートプラス、ここは立川なので、地域としてどういうふうなことがあったらいいの

かなというふうな全体像がお話しできる講師の方をお招きしたいかなというふうに

思っていますので、それはぜひやっていただきたいなと。 

     それで、今回と次回のことを受けて、じゃ、新規で、立川としてはどういうことが

できそうなのかというのを我々委員がお話、提案をして、行政側に投げるというの

が一番いいのかなと。それで、大体行政の方々と、来年度、さあってなるんですが、

ちょっとでも何か今年度中に、来年に繰り越せるサービスが何かないかなというふ

うにちょっと思ったりしているんですけれども、その辺はいかがなんでしょうか。

速攻だと、これだったらできそうとかありますか。 

事務局   ここで、私、云々というふうな話はちょっと難しいんですけれども、ただ、いろ

いろと今回出された御意見、今までの御意見、アンケートを踏まえた御意見等を踏

まえて、あるいは立川だけではなく、医ケアについては様々な自治体に当然おりま

すので、そうしたところで実践しているサービス等を踏まえつつ、何らかの形で行

動できるようなものができればいいかなというふうには思ってございますけれども、



 

ちょっと具体的にこれがというふうなところでは申し上げにくいんですけれども、

この会議を受けて、アンケートを受けて、何らかのことはしていかなくてはいけな

いというふうには思ってございます。 

会長  今年度の２年度の協議を踏まえて、３年度に少しでもここが増えたよと、アンケート

調査に協力してくださった方々に伝えられるようにぜひしたいということと、大き

い体制づくりでは５年あたりに向けてということで、令和３年度も続けるかどうか

というところになろうかというふうに思います。その前に、Ａ委員、講師で何かこ

う、誰か意中の方はいらっしゃるんですか。 

Ａ委員 そうですね、意中の先生は、この多摩地区で活躍されていて、教育、それから医療 

ケア、それから子供たちの地域活動に精通されている方を考えておりますので、よ 

ろしいでしょうか。 

会長   業界では有名な方ですので、皆さん、御存じの方が多いかなというふう 

     に思うんですけれども。 

     昔々、まだ僕が学芸で若手の頃に、修士で入ってこられて、全国の医ケアで修士論

文を書かれた、当時まだ学校で教員されていた。 

     じゃ、ちょっとそのあたりは御異議なければ、Ａ委員が発議してくださった研修会、

それで組むということで、事務局のほうでちょっと調整を進めていただければとい

うふうに思います。 

     令和３年度はいかがいたしましょう。やらないといって断ち切れるよりは、やると

言っておいて予算を取っておいてもらってどうするかと考えるほうがいいかなと思

うんですね。 

Ａ委員 やりたいですね。 

会長  ということなので、補助金の対象が３年以内ということであれば、令和３年度も予約

しておいていただいて、今年度、次回の研修ですとか、あるいは最終のところで、

ぜひこういうことを検討したいというのが出てくると思いますので、そういう意味

では、この協議会が１つのきっかけ、具体になって、この医ケアのネットワークと

いうものが立川の中に築いていければなというふうにも思いますので、そんなこと

も念頭におきながら、令和３年度も続けていくことで、じゃあそういうことで、具

体的な何月何日云々というのは、また改めて調整いただくということでよろしいで

すよね。 



 

事務局  そうですね、また調整します。 

会長 一応これで、用意した議題は全部終了ということになるんですけれども、そのほか何か

こういう情報を伝えておきたいとかというのはございますか。 

Ｅ委員 すいません。今の次の研修のことで、このメンバーを主な対象としての研修というこ

とになるんでしょうか。思ったのは、傍聴も許されているようですが、少しそれぞ

れの関係機関で時間が許す人があれば聞かせていただくとかいうような形で、セミ

オープンとか、何かそういうような形を取っていただけると、せっかくのお話も。

あと、本当はウェブで何とかみたいな、私もよく分からないんですけれども、そう

いうのもいいかなと思うんですが、お願いできればと。そこは講師の先生の御希望

とかもあると思いますので。 

会長 ちょっとそこは、私としては、例えばメインの研修は公開していただいて、講師の先生

にはその後、小一時間、プラスアルファの時間を用意していただいて、そこはクロ

ーズドで我々とで協議をするなんていうことで。例えば３時間、時間をいただいて

おいて、２時間が講演で、残り１時間が密にやるみたいなこともありかなというふ

うに思います。 

     Ｅ委員のほうからそういう要望も出ましたので、ちょっと事務局のほうでまた検討

いただければというふうに思います。ウェブ配信で全国1,000人とかいうのもあり

なんですかね、立川発で。よろしいですか。 

      じゃ、そうしましたら、ちょっと予定の時間よりも早いのはいいことだと思いま

すので、終わりたいと思います。どうも今日はありがとうございました。 

 

 


