
令和２年度第２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１１月２０日（金）午後６時～午後８時  

開催場所 立川市役所本庁３０２会議室 

出席者 〔委員〕加瀬進、宮田章子、佐藤むつみ、冨田直、関田亜紀子、 

千葉淳、清水敦子、中村光一、渡部環、山田克美、横山和子、 

    〔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 

  研修資料「医療的ケアが必要な子どもたちの地域生活と支援」 

  資料１：立川市の医療的ケア児支援の現状とこれまでの活動・取組 

  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わる事業所調査結果 

会議録 

 １ 研修会「医療的ケアが必要な子どもたちの地域生活と支援」講師：下川和洋氏 

 ２ 「医療的ケアを必要とするお子様の支援に関する調査」と「医療的ケア児の支援に関 

   わる事業所調査」の主な結果について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



午後 ６時００分 開会 

○会長 ただいまから第2回立川市医療的ケア児支援関係者会議を始めさせていただきま 

 す。今日は、研修会ということで、『医療的ケアが必要な子どもたちの地域生活と支援』

と 

 題しまして講師をお招きしており、貴重なお話をさっそく伺いたいと思います。 

○Ｂ委員 講師の紹介 

○講師 自己紹介                                     

（映  像） 

○講師 というようなことをやっています。 

 生涯学習についてはですね、文部科学省も力を入れてきていて、以前は初等中等教育局が

筆頭局だったんですけれども、今はこの生涯学習を担当する部署が筆頭局になっています。 

 このような、市町村による障害を包括する学習プログラムの開発を全国35か所、市町村に

やっていただきたいということで、文部科学省は、ぜひいろんな自治体が手を挙げてほしい

と言っていますので、よろしかったら立川でもお願いします。希望があれば私に言っていた

だければ、文部科学省の室長が皆さんのほうに行って事業を説明したいと言っていました。 

 それでもう一つ、お話がありましたけれども、三号研修というのは喀痰吸引等の医療的ケ

アをヘルパーとかができるような研修事業が、平成24年から始まりました。東京都の喀痰吸

引の事業は、東京都福祉保健財団に委託しています。 

 実際には、こういうシミュレーター人形を使った演習が、カリキュラムにあります。こん

なにいっぱいの人がいますので、演習はできません。ちなみにですけれども、立川でもこの

研修やっています。ドライビングスクールのホールを借りて行っています。 

 東京都の場合、演習が難しいのですが、我々のＮＰＯでは、小規模の10人ぐらいを最大定

員にして演習を行っています。この人形には、「サポ太郎」と名付けていますが、「ピコ太

郎」の名前を参考にしました。人形の価格は12万円です。昔はこのような人形がなかったの

で、学校の教員等が研修する時には当時、どのようにしたと思います？1996年にMで研修を

受けている様子です。 

（映  像） 

○講師 口腔ネラトン法という経管栄養法は、ネラトンチューブを食事のたびに口から飲

み込むといいうもので、Ｎ病院のＯ先生が始めたので、Ｏ法とかと言われりします。Ｏ先生

が主治医になっている児童生徒が多く在籍している学校なので、僕らも口腔ネラトン法を

勉強しました。チューブ挿入後に音を確認している場面です。このようにお互いに吸引し合

ったりとか、チューブを飲んだり、演習を行った後に病棟に行きます。左側の教員は、嘔吐

いてチューブを飲み込めませんでしたけれども、右側の人は飲みこんでいます。髪形と服装

からいうとバブル期っぽいですけれども、もうバブルははじけた後の時代です。チューブを

飲み込んじゃいました。 

 本日の参加者の中で、チューブ飲み込んだことがある方、どれだけいます？ 



 先日の研修会で、「飲み込みたい人！いませんか！」と尋ねると、保育士さんが「やりた

い」と言って体験してもらいました。また、看護師さんもやったことがない、自分は体験し

たことがないというので、「じゃあ、みんなやりましょう」とみんなでチューブを飲みまし

た。チューブを自分飲んでチューブでコーヒーを飲んでいます。向こうでシミュレーター人

形が笑っています。この人形が、まあちゃん人形が、45万円です。 

 では、ここまでが自己紹介です。今日の私が皆さんと考えたいテーマの一つが、「共生社

会」です。医療的ケア児とともに共生社会ですね。これは、障害者基本法にあることばです

けれども、あらゆる分野に活動参加する機会を保障されるとかがあります。ところが、医療

が必要だと、昔は医療職やご家族しかできないとなっていたので、そうすると社会参加は難

しくなるわけです。今は、ヘルパーとかが吸引とか経管栄養ができるようになったおかげで、

気管切開している私の卒業生が、映画を見に行ったりできるわけです。 

 また、どこで誰と生活するかとか、共生することが妨げられない、意思疎通の手段が得ら

れるとか、すごく良いことを言ってるなと思います。僕はすごく大切だと思っています。こ

の共生社会はどうやったらつくれるのかというのが、今回の講演の裏のテーマです。 

 次に皆さんにはご存じの話と思いますけれども、障害福祉の制度がどういうふうに変わ

ってきたかということを説明したいと思います。あるとき、知り合いのＰＴから、「私が関

わっているお嬢さんで、学校の期末試験とか受けたとき、いつも答えは合っているのに丸が

もらえずに三角で減点される。そしていつも泣いて帰ってきているんですよ。学校の対応、

何かおかしくありませんか」と言われたのです。その後、私はそのご家族に会いに行きまし

た。試験等の対応について、具体的に教えてもらいました。例えば「十七条憲法つくったの

は誰でしょうか？」という問題があって、そのお嬢さんは構音障害でお話しができないので

ひらがな文字盤を使って介助員に「しょうとくたいし」って伝えて、介助員が答案用紙に「し

ょうとくたいし」と書くのです。それで減点になったのです。学校の減点した理由は、「漢

字が書けたら丸をあげる」ということなんでそうです。これはおかしいです。「十七条憲法

をつくったのは誰？」という問題の解答は合っているわけです。別に漢字の書き取り問題で

はないのですから。お嬢さんは脳性麻痺で、ひらがな文字盤で伝えるしか手段がないのです。

医療モデル、社会モデルという考えがありますが、医療モデル的な発想がそこにあります。

その後、私はその学校にお話しに行きました。管理職に話をして、そして差別解消法とか合

理的配慮とかというような時代ですからって話しをして、そしたら学校が変わってくれた

んです。 

 そして、高校の入試にはその経験が生かされて、Ｐ高校に入学してました。ｉＰａｄでの

解答も認めてくれました。彼女は今、Ｑ大学にいます。今年の雑誌Ｒに載った記事です。今

年度の学祭の実行委員長になりましたが、残念ながら、コロナの関係で学祭は中止になって

しまいました。本人に合理的な配慮と機会が与えられれば本来の力を発揮できる事例です。 

 実は、このあと１つ問題がありました。大学の学業中には、重度訪問介護とか使えないん

です。そこで数年前に重度訪問介護を基本的に受けている方が、大学修学事業という国の決



めた事業を使って大学の授業中もヘルパーをつけられるようになりました。ところが、Ｓ市

に今、彼女は住んでいるんですけれども、もとより住民票があるＴ区とどちらが支給するか

で問題が起きてしまい、結局、宙ぶらりんになっちゃったので、Ｑ大学の方で、学内でのヘ

ルパー活用を支援しています。制度はできても、行政の責任のなすりあいでうまく機能しな

かった事例になりました。とはいえ、彼女は今、すごく大学生活を楽しんでいると思います。 

これは厚生労働省がつくった障害福祉施策の歴史のスライドです、僕はこのピンクの部

分がとても大切だなというふうに話しています。すなわち、国際潮流ですね。日本が独自に

発展してきたのではなく、世界段階の影響を受けているよというものです。特に日本が批准

した障害者権利条約には平等や無差別の規定があって、国内法では障害者基本法があって、

それを具体化するという意味で障害者差別解消法があるわけです。この差別をしちゃいけ

ないというのは分かりやすいんですけれども、合理的配慮ということはまだ理解がなかな

か広がっていないんです。地方公共団体は合理的配慮の不提供の禁止という法的義務があ

ります。民間は努力義務ですが東京都は条例で義務化したので、みんなが合理的配慮を提供

するという形になりました。 

 合理的配慮を説明するときに、アメリカで作られたイラストがあるんですが、そのまま使

っちゃったらおもしろくないので、インターネットの「いらすや」のイラストを使って作り

直しました。ここに３人の子どもがいる。３人のニーズは壁の向こうを見たいということ。

ところで平等というのは同じものを与える、特に学校教育は平等を重んじています。ここで

は平等ということで高さが同じ台を与えます。しかし、この２人は壁の向こうを見ることが

できるけれども、彼女にとってこの高さの台は何の意味もないわけです。大切なのは、平等

の前にまず公正な状態をつくる。一人一人に応じた高さの台を置く。これは合理的配慮です。

個別具体的に検討して提供された台が保障された上で、このように三人に平等に双眼鏡を

与えましょうねとなります。この話が、なぜか医療的ケアにつながるんですけれども…。 

 日本小児神経学会という会があって、学校にだんだん人工呼吸器が必要な子が入ってき

ているので、「学校における人工呼吸器使用に関するガイド」というのをつくりました。こ

のガイドを作られたドクターたちは何を考えたかというと、「ガイドラインという形にする

と、線引きをして、一定条件に当てはまる方は対象にするけれども、それ以外の方は対象に

しないとかという線引きになってしまう。画一的な対応はやっぱりまずいだろう、個別具体

的に対応するのが大切であるから、「あくまでも指針」ということでガイドという表現に変

えた」とおっしゃっていました。こうした考え方は大切だと思います。 

 人工呼吸の話をしましたが、徐々に人工呼吸器を必要とする子どもたちが増えてきて、次

のようなニュースがありました。 

（映  像） 

○講師 このニュースが放送されたのは平成27年で、平成28年に児童福祉法等の改正が行

われました。ここで紹介したいのは、このＵさんのことなんですね。 

 個人情報ですけれども、このＵさんは、Ｖセンターの看護師です。医療のスペシャリスト



です。しかし、看護師であっても家族看護、家族介護に任されてしまったならば、生活は立

ち行かなくなる。だからこそ福祉や教育の皆さんの力が必要なんだよと思います。 

 彼女はＶセンターをやめたあと、今はＷ市で児童発達の管理者をやっています。２年前に

一緒にシンポジウムをやりました。去年、元上司の方とＸでお会いしてお話しをうかがいま

した。Ｙ君がＵさんのお腹にいるときに、Ｙ君には既に障害があるということが分かってい

たそうです。そこで、周りの人は「このまま産むの？産むのをあきらめる？」と心配したそ

うです。それに対してＵさんは、「私は看護師として病気や障害のある子どもたちの命を守

ってきた。もし自分のお腹の子どもをおろしてしまったら、それは自分の仕事の否定になる。

だから産みます。」と話されたそうです。障害のあるお子さんを事前に知って、決心して産

んだとしても、大変なのは大変だったわけですね。その後、Ｙ君はだんだんと吸引回数が減

って、そしてドクターと協力しながら、カニューレの交換を自分でできるようになりました。 

（映  像） 

○講師 こんな感じで、今、小学校に行っています。 

 平成28年の児童福祉法の改正によって、この条項ができたわけですけれども、この時に僕

はちょっと驚きました。それは医療的ケアの代表として、「人工呼吸器」が最初に来ている

んですね。従来だと、「吸引、経管栄養などの」というような感じだと思いますが「人工呼

吸器」なのです。ああ、時代が変わったなと思いました。 

 そして、まだ確定していませんが、今、議員立法として「医療的ケア児支援法」（仮称）

が考えられています。この基本理念だけ抜き書きしておきましたけれども、切れ目のない支

援とかね、どこに居住していても、障害者基本法の言葉にあります。あと、関係機関の連携

の下に、医療的ケアがあろうがなかろうが、医療ケアが必要な子と必要でもない子が共に学

ぶという機会をつくっていきましょうとか、児だけじゃなくて者にもつながるような支援、

そして医療的ケア児や保護者の意思の尊重があげられています。 

 このように障害者差別解消法とか障害者の権利条約とかがある時代になり、医療的ケア

の必要な子どもたちにはどのようなことが起きているかをお話しします。 

 １つは就学問題です。学校に就学するときに、学校教育法施行令22条の３という就学基準

があって、特別支援学校への就学となる障害の程度があります。それに該当する方は、基本

的に全員特別支援学校に入ることになっていました。地域の小学校とかに介助員がいると

か、エレベーターがあるとか、そういう条件があるんだったらば、特別に認定して小学校に

就学できるという「認定就学者」という制度がありました。 

 それが、障害者権利条約を結ぶに当たって、基本は小・中学校への就学となりました。学

校教育法22条の３に該当する場合には「就学先決定ガイダンス」に行くわけですけれども、

それでも本人・保護者の意向を最大限尊重すると法にあって、認定特別支援学校就学者とし

て認定されて特別支援学校に就学するという時代になりました。 

 Ｗ市にＺ君という方がいらっしゃいます。就学前、保護者との母子通園でしたが、地域

のａ幼稚園に通っていました。小学校でもご家族が付き添うので地域の小学校に行きたい



というふうに希望されたのです。ところが、市の教育委員会担当者は障害程度から見れば

もう特別支援学校だと最初から考え、本人・保護者の承諾もなく、県立特別支援学校に就

学措置したため、本人・保護者が裁判に訴えました。 

 ところで、地域の小・中学校に人工呼吸器をつけて通っている事例が無いのかという

と、そんなことありませんよね。立川の人は皆さん知っている思いますが、ｂさんです。 

（映  像） 

○講師 今日いらっしゃる方の中には、彼女に関わった方もいらっしゃると思いますけれ

ども、私もにご家族から相談がありました。人工呼吸器をつけている子ども親の会の会長

さんがｃにいますので、そのｄさんを紹介・仲立ちをしました。ということで、先行事例

はあります。 

 2018年には、医療的ケアに関連した問題で提訴したというのが２件あります。先ほどの

神奈川県のお子さんと、あと愛知県の方です。また別のお子さんなんですけれども、特別

支援学校に通う児童で保護者の付添いが求められているということで日弁連に人権救済の

申し立てがありました。この３件とも学校による障害者差別解消法違反じゃないかという

ことで提訴されています。ここで人権救済を申し立てた方を紹介します。 

（映  像） 

○講師 というようなお子さんですね。ｂさんの場合には、公立保育所に入所ができて、

地域の小学校に就学し、望んで特別支援学校中学部に入学しました。現在、学校が用意し

た医療的ケア児の専用車両での通学に取り組む予定だと聞いています。本人が望む学校

で、望む教育が受けられるようになってきましたが、まだまだ一律な対応を行っている教

育委員会もあって、それは問題であると日本弁護士連合会は勧告をしています。 

 先ほどのＺ君の裁判では先日、判決が出ました。市や県が行った手続には、社会通念に

対して著しく妥当性を欠くものとは認められないから、適法だったので原告敗訴となりま

した。社会通念というのはよく裁判で使われることばですが、「重い障害のある子どもだ

から特別支援学校に行くべきと一般の人は思うよね」という感じなんでしょうか。その後

日談があって、Ｗ市から隣のｅ区に転居して、現在、彼は地域の小学校に行っています。 

 医療的ケア児支援法（案）第３条の２項に、どこに居住していても適切な支援を受けられ

ることというのは、実はこういうことがあって、条文に入ったようです。というのは、この

法案をとりまとめているｆ代議士が、やはり３回ぐらい引越ししているそうです。支援が受

けられる自治体に引っ越したわけです。 

 次に、医療的ケアということばについてです。医療的ケアが必要な子どもたちの支援者を

増やしていきたい。介護職とか教員とか保育士とかができるようにということで進めてき

たのが、医療的ケアの取組ですが、この医療的ケアの言葉自体は1991年にｇ教育委員会がつ

くった言葉なんですよ。教育の世界で作られた言葉なんですね。 

 当時の委員だった先生がこんなことを書いています。ＣＵＲＥは治療はです。でも、学校

で行っているものは本人に必要なものであって、親御さんとかもやっているし、そして教育



としての教員が行っている。だから、治療じゃない。ケアは介護ですが、医療ケアになると

メディカルケアになってしまって、看護行為になってしまう。そこで、教育の場で教育行為

の一環として行うのだから「医療的ケア」と「的」という言葉を入れたというふうに言われ

ています。ですから、この「的」という言葉にはすごくポリシーがあるわけです。 

 1980年代の後半、この医療的ケアが必要な子どもたちが学校に増えてくる中で、教員も

「やってもいいんじゃないの」と言う人もいれば、「違法行為だからやるべきじゃない」と、

けんけんがくがくとした論争が、あの都立ｈ学校で行われました。そして、本当に夜の11時

とかね、もう物を投げ合うぐらい、教員の中にも殺伐とした関係、大激論がありました。 

 その10年後にこういう記事が載ったんですけれども、これはｉ新聞です。「医療的ケア 

教員も一役」という見出しです。そして、学校で適切に行われている教員の医療的ケアを医

療職がバックアップしましょうよということで、医師のみなさんが署名活動を行い、厚生省

に提出しました。 

 この10年、私は、相当ストレスがあったんでしょうね、すっかりと髪の毛が薄くなってし

まったというのがオチです。では、当時のｈ学校の様子を見ていただきましょう。 

 立川のお子さんです、立川市の。 

（映  像） 

○講師 この新聞記事の写真は、僕が口腔ネラトン法という経管栄養法を行っています。写

真撮影のためにすごく不自然な格好をしていますが…。 

 特別支援学校での医療的ケアも進んできた部分はあるんですけれども、実際に国の方で

動きが始まったのは、難病のＡＬＳ患者団体団体の活動が強く影響しました。2003年にヘル

パーによる吸引の実施を認める報告書が出て、一定の条件が満たされればヘルパー等がや

ってもいいよとなりました。 

 この一定の条件というのは次の６つの条件で、これを満たせばヘルパー等がやってもい

いよというふうになりました。それを「違法性の阻却」というのですが、実質的違法性の阻

却論に基づいて厚生省が勧告を行う報告書をまとめたのがこの黄色い４つの報告書です。

この特別養護老人ホームには、夜間、看護師がいませんので夜間の胃ろう注入等を福祉職が

担う必要があったのです。 

 自分で行う医療を自己医療と言います。インシュリンの自己注射を1981年に厚生省が認

めたのが先行例になります。条件を満たせば、医師法17条違反にならないよという「違法性

の阻却」は、これがずっと続いてきてました。Ⅰ型糖尿病のお子さんのビデオを見ていただ

きます。 

（映  像） 

○講師 血糖値を測るわけですけれども、最近、やっと特別支援学校でも看護師の血糖値測

定ができるようになりました。ここで言いたいのは、ほんの５歳とか６歳の幼い子どもでも

やっているようなことが、大人の世界になると大ごとになっちゃうわけです。実際に、高校

でインシュリン注射を学校の教室ではやってほしくない、やってはいけないというふうな



ことがあって、やむを得ずトイレでやっているという話がありました。あまりにも理解がな

いというか…。 

 もう一つ、平成17年に原則として医行為ではないものという通知を、厚生労働省が出して

います。この通知は、介護士にとって重要だと思います。というのは、昔は歯磨きや湿布を

貼ることすら、医療行為でヘルパーが行えば違法により警察に捕まるのではないかと心配

されていたのです。原則として医行為ではないものという形で厚労省は一括して通知にし

ました。浣腸も爪切りも可能なのです。しかし、福祉施設では、「看護師さん！爪切りお願

いします」とか看護師に依頼している場面を時々見ますが、実は結構、介護士の方たちがや

れる範囲は多いと思います。看護師さんにお願いすることによって、看護師さんの仕事がい

っぱいで、手が足りませんとかっていう状況を作り出している可能性があります。 

 なお、ここに薬の服薬介助や坐薬もオーケーになっています。ただし、「容体が安定して

いる等の条件を満たした場合」の医薬品の使用介助が可能というのです。ところが座薬挿入

する時は熱発や重積発作などの場合なので、「容体が安定」とはなりません。そこで文部科

学省は平成28年に条件を満たせば学校の教員が座薬挿入してもいいですかというふうに厚

生労働省に照会をしたんです。そして、そのとおりだよというふうになりました。ここにあ

る４つの条件は、「違法性の阻却」の条件だと理解して良いと思います。だから、「できな

い」と言うのではなく、「どうやったらできるかな」ということをやっぱり考えて取り組ん

でいただきたい。 

 このようにこれまで違法性の阻却という法律の解釈で行われてきた医療的ケアですが、

平成22年にそろそろ法律に位置づけるべきではないか、業として位置づけるべきではない

かということで始めた厚労省の検討会の報告書が、平成24年の社会福祉士及び介護福祉士

法の改正につながりました。 

 喀痰吸引等研修を受けると吸引（人工呼吸器装着者も含）と経管栄養の実施が可能になる

のですが、人工呼吸器についてはノーアンタッチャブルなところがあります。厚生労働省と

しては研修を受ければ人工呼吸器のカニューレ内吸引も可能なのに、学校や生活介護事業

所では、人工呼吸器のコネクターが外れた場合に職員は保護者を呼ぶだけで、装着はしない

のです。保護者がトイレに入っていても、「帰ってくるまで我々は何もしません」と職員に

言われて、その保護者は憤っておりました。やはり人工呼吸器はすごく今問題になっていま

す。繰り返しますが、実際には、平成24年のこの法律改正で人工呼吸器の方の吸引もやって

もいいのです。 

（映  像） 

○講師 厚生労働省でもこのようなビデオを作っています。人工呼吸器のコネクターの着

脱は、吸引の一連の操作であるからやってもいいというふうに、ちゃんと厚生労働省は言っ

ています。しかし、現場ではいろんな立場の方の考えで、アンタッチャブルな形に扱われて

いるというのがとても残念だと思います。 

 あと、これはある区の方なんですけれども、お家の中でやる分には良いが外出先で医療



的ケアをやってはいけないと条件をつけている区もあります。 

 今日は子供たちのことを中心に話しますので、保育所の話をしましょう。ｊ市の保育所で

す。歩行可能な気管切開をした子どもが入所するので、ｊ市がお金を出して、全職員にこの

三号研修の基礎的な部分を教えてほしいと依頼がありました。ということでｊ市立の保育

所で出張「喀痰吸引等研修」を行ってきました。この保育所には常勤看護師が１人と常勤の

保健師が１人、そして非常勤の看護師が１人の体制でした。すごい手厚いな、保育所に保健

師がいるんだと驚きましたけれども、この保健師さんがこのシステムをつくってくれまし

た。 

 平成24年度から喀痰吸引等の研修制度がスタートしました。三号研修を受ければ、医療職

でない者が、学校だったら教員が、学校介護職ができるようになりましたけれども、それで

は吸引、経管栄養以外はやっては駄目なのかという疑問が現場では出てきます。国はＱ＆Ａ

を出して回答しています。喀痰吸引や経管栄養以外の行為が医行為に該当するか否かや、介

護職員が当該行為を実施することが当面のやむを得ない措置として許容されるか、すなわ

ち違法性の阻却という考え方ができるかは、人によって違うんだよとなっています。だから、

医師や看護師とかとしっかりと協力して、違法性がないようにしてほしいということです。

やっていいよとは言えませんけれども、かといって、やっちゃいけないとは言わない。 

 ところが、行政レベルになると「やって良いと書いてなければ、やっては駄目です」と回

答されます。吸引、経管栄養以外はやっちゃいけないんだよと。具体的には「酸素療法が必

要な利用者さんがいるので、うちの事業所のヘルパーが取り扱いをしても良いですか？」と

行政に質問すれば、行政は「やって良いとは言えない」というならば良い方で、「やっては

駄目です」と言われるのが関の山です。「第3号研修では酸素療法は取り扱い対象でない」

と言うのはより適切な回答です。一方、違法性の阻却に該当するかは個々によります。厚生

労働省は駄目とは言っていないんのですが、自治体の担当者に質問すれば駄目と回答しち

ゃいます。ですから行政の担当者には質問しないほうが良いと思います。 

 ここで、用語の確認です。保護者、教員、保育士、介護職が行うのが医療的ケアです。

医療ケアというのはメディカルケアなので、医師や看護師、ＰＴやＯＴが行うものです。

ところが、先日、東京都教育委員会が出している報告書を見たら、「看護師の医療的ケ

ア」って書いてあるんです。書いた人が用語を理解しているか怪しいですね。看護師は医

療行為（医行為）なんです。医療的ケアではないです。そこら辺使い分けしないといけな

いなと思います。次に、日本人はことばを短縮しますが、「医ケア」になると誰がやるの

かがよく分からなくなります。これをさらに片仮名にするとイケアなんですね、すぐそこ

にありますね。先日、高知県でこのネタを話したら、みなさんにぽかんとされました。高

知にはイケアが無いようです。 

 特別支援教育大事典という本を紹介します。すごい分厚い３万円以上もする辞典です。こ

の事典の「要医療的ケア児」ということばを私が解説しています。「要医療的ケア児」は医

療的ケアが必要な子供の略、すなわち要はニーズ性を表しています。「医療的ケア児」にな



ると新たに障害種別・カテゴリーが作られるようで、個人的には「要医療的ケア児」の方が

良いと思っています。眼鏡が必要な子供は、眼鏡の使用がニーズとしてあるんですけれども、

メガネ児とは呼びませんよね。これを「メガネっ子」って言ったら、ちょっとかわいいと思

いますけれども、やっぱりニーズ性の表現は大切かと思います。とは言え今度できる法律は

「医療的ケア児支援法」になりそうなので法律になれば使わざるを得ないと思います。 

ここから、実際の生活ぶりを紹介したいと思います。この図は重症心身障害児を説明する

「大島の分類」と言います。横が運動機能、縦軸が知的発達です。医療的ケアの課題が顕在

した頃、重症心身障害児者の中の一部が医療的ケアの必要な方だと思っていました。濃厚な

医療を必要とする超重症児という言葉も作られました。 

 ２０００年に本を出したときには、基本的には重症心身障害児の医療的ケアを扱いまし

た。５年後に「み～んなそろって学校へ行きたい！」という本の監修をしました。この本に

載せている子供たちは、こういう子供たちです。 

（映  像） 

○講師 ということで、ｋさんは、多分ご存じの方も多いと思いますけれども、保育所入所

を求めてｃ市を相手に提訴しました。そして判決が出て地域の保育所に通うことができま

した。次は、岡山県のｌさんです。同じく気管切開をしているために保育所に入れないとい

う課題がありました。 

（映  像） 

○講師 映像にありましたが、当時、看護師配置の費用は、自費で行っていたという時代で

す。 

（映  像） 

○講師 ４歳、５歳の頃から自分で自己吸入する練習をしてきた子たちです。このように、

肢体不自由はなくて、知的障害もない子供たちが、地域の保育園と学校に行きたいという願

いを集めたのがこの本です。この写真は当時、青山にあったこどもの城の前で撮影したｋさ

んとｌさんです。次が昨年撮影した青木鈴花さんと重實カンナさんです。ｋさんは、実は立

川に関係があるんですよ。今、市内の保育専門学校に通っています。そして、保育士になろ

うと頑張っています。保育士養成のカリキュラムが改定されて、障害児保育の内容に「重症

心身障害児、医療的ケア児の理解と援助」が入りました。テキストの中に障害児保育に自分

の名前を見つけて、びっくりしたと言っていました。昨年、この２人と一緒にシンポジウム

みたいなのを行いました。来年の２月１４日にもｍ市で開催を予定しています。保育所や学

校出の生活はどうだったか等、語っていただく予定です。先ほど少しお見せしました「医療

的ケア児の理解と支援」というＤＶＤの後半を見ていただきます。 

（映  像） 

○講師 ｌさんがバイク乗っていましたね。「バイク乗った後、喉がめっちゃ渇く」と本人

が話していましたが、それはそうだろうと思いますね。 

 この新聞記事は、ｎ区です。この方は吸引が必要なので保育園の保育士さんが三号研修を



受けて吸引に対応していました。あと、ｏ保育園のでは、保育士さんが経管栄養をされてい

ました。みなさん小学校に就学しちゃいましたが…。 

 就学前の保育所等で子供たちの医療的ケアを看護師と協力して保育士が行う例も増えて

きました。そこで厚生労働省は「医療的ケア児保育支援モデル事業」というのを二、三年前

から始めていて、来年からは平年度化するというふうな話もあります。内容は看護師の配置

費用や、保育士が三号研修を受けるための費用等を２分の１補助する事業です。実施か所と

して東京都だとｐ市とｑ市とｃ市がこの事業に手を挙げていますね。 

 先ほどもお話ししましたが、保育士養成課程では平成31年に改正があって、障害児保育の

中に、重症心身障害児、医療的ケア児の理解と援助が項目で入っています。理解だけじゃな

くて、援助まで入っているんですね。そういう時代になったんだなと感慨深いです。 

 私は、ｒ大学の非常勤もやっていますが、ｒ大学でも「東京都保育士等キャリアアップ研

修」を行っていて、「医療的ケア児の理解と保育」の項目の部分を担当しました。ゲストに

ｋさんを連れて話してもらいました。 

 去年12月のこの新聞記事はｓ区です。新しくできる保育園の中に医療的ケアが必要なお

子さんのグループをつくったという話です、私が「個別に受け入れている保育園はあるが、

集団保育は画期的。小学校内に特別支援学級ができるような形だが、どんな子も地域の中で

育ち、生きていける機会になる」とコメントしています。 

 次は学校です。2年前の2018年に文科省がこのような通知を出しました。従来は特別支援

学校の対応だったんですけれども、通知では小・中学校を含む「すべての学校」「すべての

医療的ケア」と対象が広がりました。ですから、去年の文部科学省のデータで見ると小学校、

中学校だけでなく高等学校まで調査するようになりました。あと、人工呼吸器の対応は一律

ではなく個別に検討すると言っています。この文科省の専門家会議によるまとめに基づい

た通知が発出されています。しかし、多くの県は平成23年に出された通知に基づいて自治体

の医療的ケア対応要領等をつくっていますが、新通知によって平成23年の通知は廃止しま

すと書かれています。私は、各地の研修会で、「新しい通知にもとづいてアップデートしな

きゃいけませんよ」とご説明しています。廃止された通知は根拠を失うのですからアップデ

ートする必要があります。 

 また、地域生活における医療的ケアの話でいうと、2017年に厚生労働省が「障害福祉サー

ビス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」を出し、協議の

場を設けることが基本になりました。現在、第２期障害福祉計画の検討が進められていると

思います。私はｔ区とｕ市の委員をしています。Ｂ先生にはｕ市の協議会でお話していただ

きました。その節はご講演、ありがとうございました。 

 そうした協議会はしばしばニーズ調査を行いますが、医療的ケア児のいる家庭の三大ニ

ーズは何だと思いますか？いろんな調査を読むと大体上位に上がってくるのはこの３つで

す。入浴支援、お風呂ですね。あと短期入所（ショートステイ）、そして移動です。 

 この写真のように人工呼吸器が必要な方の場合、外出にはたくさんの荷物が必要です。お



母さん一人で病院に通院するとか、とてもじゃないですけれども大変なことです。 

 最初にお風呂の話を最初にしようと思いますが、お風呂大好きなキャラクターって、一体

誰を思い出します？最近、お母さんたちや保育園の保育士さんたちから聞くと、「オフロス

キー」って言うんです。「オフロスキー」というキャラクターがいるのを、私はお母さんた

ちから教えてもらいました。知っています？オフロスキー？私にとってお風呂好きキャラ

と言えば、（ドラえもんの）シズカさんです。１日に３回もお風呂に入るそうです。でも、

障害がある方の場合、入浴は週１回とか週３回になってしまいます。ここで３人を紹介しま

す。 

（映  像） 

○下川講師 最後に登場したｖ君のお母さんの「一日中眠かった」という言葉が切ないです。

この写真は、ｗ市にお住まいのｙさんのお風呂です。お風呂にすごくお金をかけているんで

すよ。１階はほぼお風呂かっていう感じです。それだけ大切なんですね。 

 これはですね、この近くの某市の話なんですけれども、通院にヘルパーとかの支援を得ら

れない市があるんですよ。周りの市町村は出してくれているのに、何でうちの市だけ出して

くれないんですかって市議会に陳状を出しています。 

 ちなみにｚさんをご存じですか？□市にお住まいです。１９９７年のビデオを紹介しま

す。 

（映  像） 

○講師 彼女は、病院から在宅移行する際に保健所が主催したサービス調整会議の第１号

です。保健所の主催のカンファレンスです。ただ、当人は会議のメンバーではなく、後でい

ろいろと説明を受けたというふうに言っていました。ということで、みんなで支援を考える

という場が、昔からこの地域でも開催されていたのです。 

 次にお見せするお子さんは、■市にお住まいです。左腕に電極をつけて生体電位でスイッ

チを動かすという「Ｃｙｉｎと®」という器械です。このスイッチの信号でタブレット端末

のページをめくっています。 

（映  像） 

○講師 これを自費で購入すると60万円します。ありがたいことに今回、■市では、意思伝

達装置として支給していただきました。本当に感謝しています。私とご家族とのおつきあい

は、彼が３歳ぐらいの時からです。最初はお母さんの手作りスイッチ、そしてＯＴ（作業療

法士）の訓練でＰＰＳ（ピエゾニューマティックセンサー）スイッチを使い始めました。「Ｃ

ｙｉｎと®」は、ＡＬＳなどのもともと身体が動いていた人にとっては良いのですが、ＳＭ

Ａの方は生まれながらの病気のために最初から身体が動かないんです。そのため特定の筋

肉に動かそうと言う意識を向ける練習が必要です。ここに至るまでにＰＰＳスイッチや視

線入力など、さまざまな取組があったおかげで今があるのだと思います。ただ、こういう練

習の機会はあまりありません。小学校に入る前から母さんの努力や周りの支援のおかげで

はないかと思います。ライフステージにおける切れ目のない支援について、こうした支援機



器の活用も考える必要があります。それにしても、支給していただいた■市には感謝です。 

 生涯にわたって切れ目ない支援と言われますが、特別支援学校でICT機器を使ったコミュ

ニケーション支援などを学んできている子供たちがいますが、学校卒業後の進路先の生活

介護事業所から「ここでは、そんなものは使いません」とか言われる場合があるようです。

一方、放課後等デイサービスでは人工呼吸器の子たちに対応しているのだけれど、学校から

「学校は福祉施設とは違います。人工呼吸器は対応できません。」と平気で言ってしまう学

校もあったりして、もう切れ目どころか裂け目のような状態が現場にはまだまだあります。 

 この切れ目・裂け目をつないでいくのに期待されるのは、やっぱり相談支援なんだと思い

ます。医療的ケア児等コーディネーターの役割などこれから期待していきたいなと思いま

す。 

                   （映  像） 

 これは、厚生労働省がつくったスライドです。皆さんもご存じだと思いますが、このスラ

イドはとても良いなと思います。これを見ながら自分の住む自治体でできている部分とで

きていない部分を考える上で参考になると思います。例えば、きょうだい支援の話も入って

います。 

 最後に、共生社会の実現に向けたお話しをしたいと思います。統合教育（インテグレーシ

ョン）という言葉があります。インテグレーションは、健常児と障害児をあらかじめ分けて

おいて、そして交流を行います。インクルーシブ教育は、最初から障害のある子も障害のな

い子もごちゃ混ぜの状態です。これまで、障害がある・なしによって学ぶ場が決められてき

ました。そうした意味では養護学校・特別支援学校は分離教育という言い方で批判されてき

ました。一方、どんなに障害が重くても地域の小・中学校の教室に居さえできれば良いとい

う考え方は、なんの支援も無いままに教室に放り込まれると言う意味でダンピングと批判

されていました。それぞれに問題点はあるのですが、今は個に応じた合理的な配慮・支援を

受けながら共に学ぶというような時代に向かっているのだと思います。共に学ぶという様

子をご覧いただきたいと思います。 

（映  像） 

○講師 この時の小学校での友だちとは高校、大学と離ればなれになっていきますが、成人

日には、○君を迎えに来て一緒に会場に向かったそうです。そんな仲間関係が今も続いてい

ますし、○君と一緒に過ごした子供たちは、医療職や教育職とか、様々な形で社会に貢献し

ようとしています。共生社会は、障害のある人もない人も共に生きる社会であり、理想社会

だと思います。旧教育基本法の前文にはこんな文章があります。 

「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和

と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力

にまつべきものである。」 

戦後日本が民主主義を手に入れ、理想社会の実現に向けて、次世代を担う子どもたちへの

期待として教育に対する熱い想いが読み取れます。医療的ケアが必要であろうがなかろう



が、共に地域で生きる子供たちとして、これからの支援を皆さんと一緒に考えていければと

思います。どうもご清聴ありがとうございました。（拍手） 

○会長 どうも、先生、ありがとうございました。 

 喉が渇いていると思いますので、１分ほど休憩を取ります。水分補給をどうぞ。 

 それでは、市の事務局からいただいた会議次第では、この後に立川市における調査報告の

まとめになっていますが、今回は資料を見ていただくだけで良いだろうと考えます。それよ

り、講師の先生に来ていただいているので、この後、時間が許す限り、オブザーバー参加も

含めて下川先生を囲む会にしたいと思います。囲むには、ソーシャルディスタンスの関係も

あって遠いんですけれども、皆さん、いろいろと質問したいこともあろうかと思います。そ

んな時間にしたいと思います。 

 「さあ、皆さんどうでしょう」と言うと、最初は手が挙がらないので、あと30秒たったら、

Ｂ先生から口火を切っていただこうかなと思います。 

 繰り返しますけれども、こんな機会ないですよ。着々と時間がなくなっていきますので、

ぜひというふうに思います。 

○講師 皆さんが考えている間に、いろんなケアの道具を紹介しておきます。いつもは参加

者に回して触ってもらっていたのですが、さすがに感染症対策で回せないですね。私は、こ

ういうものを持って全国を行脚していますので、後ほど、よろしかったら近くで見てもらっ

ても構いません。 

 大学の授業では、養護教諭を目指している学生がいますので、万が一カニューレが抜けた

時にはこうやって再挿入をやらせたりしています。いろんな経験をするのが一番大切です。

知らないから皆さん怖がるんです。知ってもらうのが大切かなと思います。 

○会長 という間に、あっという間に１分半たちましたので、Ｂ先生、お願いします。 

○Ｂ委員 本当に非常に魅力的な動画も入り、楽しい講演でありがとうございました。 

 日々感じていることは、幼児期から非常に一生懸命、介入という言葉はよくないんですけ

れども、お子さんたちと一緒に私たちは並走しています。すると、大人になった姿というの

を目指しながら、つなぎ目のない支援のためには最初がすごく大事だなと感じています。私

は小さいお子さんを割と多く拝見している関係上、特に今日は最初が肝心というのをすご

く感じました。そして、やっぱり地域で子供たちを支えるという圧倒的なパワーを感じたの

で、私はとても大きな応援団を得たかなという感じがしています。 

 それで、保育園についてです。先生が話されたように立川市は従来から一生懸命、保育園

での医療ケアを綿々とやっております。特に、ｂちゃんたちだけではなく、間欠導尿や経管

栄養などが必要な子どもたちの支援を積極的にやってくださっている市なのです。 

 実はですね、喀痰吸引等第三号研修があるがために、間欠導尿の対応をどのように解釈す

るかというのがとても難しい。特に神経因性膀胱のお子さんは人数がとても多いです。先ほ

どのお話では、「実質的違法性の阻却」という解釈の仕方で、普通の保育園での間欠導尿の

対応をしていっていいのかなと私は受け取りました。第三号研修には入っていないけれど



も、こうした考えでいけるなと感じました。先生のお考えはいかがでしょうか。 

○講師 まさしくそうした解釈で対応可能だと思います。 

 僕が教員になったのは1988年なんですけれども、そのときに、こうやってボンボンボンっ

て膀胱の上を叩いて、ぎゅうって押しておしっこを出すっていう、手圧強制排尿をしていた

女の子がいました。その子が、尿が逆流して水腎症という状態になって、このままでは人工

透析が必要になってしまうという話になりました。すると当時の学校看護師さんから、「導

尿なんて簡単だから、先生たちもお医者さんからやり方を教えてもらって対応すればいい

のよ」とアドバイスをいただきました。そこで、女性教員がその女の子の導尿を始めました。

ということで、昔は子どものニーズに応じて主治医と連携を取りながら結構いろんなこと

やっていました。もちろん、第三号研修も無い時代です。対応の法的根拠は違法性の阻却な

んです。主治医や家族と相談して、保護者からの依頼、主治医からの研修などの条件を満た

すことで違法性が無くなる。違法性阻却の考え方というのは第三号研修がある現在でも生

きているわけですし、それを否定することはできないんですよね。 

 だからといって、やみくもに何でもやっていいかというと、そうは行きません。違法性の

阻却の要件を満たすために丁寧・慎重にやっているんだよということを説明できるぐらい

のものがあったほうがいいと思いますね。 

○Ｂ委員 ありがとうございました。 

 やっぱり、これまでの対応で良かったんだと、力強く感じました。ありがとうございまし

た。 

○Ｄ委員 どうも。私、病院で在宅移行支援と在宅支援を手伝っているＤと申します。ここ

にいらっしゃる皆さんに大変お世話になっております。 

 今日、本当にお話をお聞きして、非常に情熱的で、本当に心にしみる内容のお話で、本当

に感動しました。どうもありがとうございました。 

 立川市の話からちょっと離れてしまって申し訳ないんですけれども、自分の立場でいう

と、多摩地区全体で様々な自治体に住んでいらっしゃる方と関わっています。するとはっき

り言えば、自治体によって、先生もちょっとおっしゃっていましたが、かなり個性がありま

す。その個性によってなかなか困ったことになるということが多々あって、それをどういう

ふうにブレイクスルーすればいいのかというのにすごく悩みます。親御さんと作戦は練る

んですが、なかなかうまくいかなくてということが多々あります。 

 それで、今回、「近隣市と同程度にしてください」という申請の仕方は確かにあるなと思

いました。短時間でご説明するのは難しいかもしれませんけれども、特に、保育園とか小・

中学校とかに通わせたりとか、あと合理的配慮をつけてもらいたいとかというときに、どう

いうふうな交渉の仕方とか、そういう方法があるかという、技を少し教えていただけるとあ

りがたいなというふうに思います。 

 話をお聞きして、こんな昔からいろいろ取組があったことにちょっと衝撃を受けました。

お話をお聞きして、自分に何が足りないのかなというふうに思いまして、ちょっと教えてい



ただければと思います。 

○講師 今回できる医療的ケア児支援法案では、どこに住もうが同じようなケア・支援がう

けられるようにしましょうと理念で謳っています。一方で、自治体の支援がこれほどバラバ

ラな状況にあるのは、国が出している通知自体に強制力は無く、あくまでも技術的助言であ

るためです。地方分権ということです。その上、自治体自体の解釈が入ってきたり、自治体

の財力、すなわち予算的な部分が入ってきます。そのため、ある程度自治体毎の色がでるの

は、やむを得ないかなとは思っています。社会的な基盤、社会資源の違いもある中、離島や

へき地なども含めて全国一律の対応は難しいと思います。今日は離島の話はしませんでし

たがが、結局、離島には十分な医療がない、福祉サービスがないといって、みんな本島に移

り住んでいったのです。 

 医療機関は命を助ける。そして医療が救った命をやっぱり社会が支えなきゃいけないだ

ろうと思います。その社会が支える部分をどう構築するかをみんなで考えていく、そのため

にこの会議ってあるんだろうと思います。前向きにどうやったら実現するかなというのを

考える場がこの協議会だと思います。そして地域の中で期待されるのが相談支援専門員で

す。家族のニーズを吸い上げていって、個別具体的に考えていくしかないと思います。一律

というのは難しいなというふうに僕は思っています。 

 議員さんとか政治的な力を使うことで変わる部分はありますけれども、それは最終手段

だと思っています。この場には、現場の声を持って集まられている事業者の方がいっぱいい

らっしゃいます。皆様が家族のキーパーソンとして活躍していただければなと思います。全

然回答にならすにすみません。 

○Ｆ委員 貴重なお話、ありがとうございました。 

 訪問看護師で、ｂちゃんのところへお邪魔しています。 

 私が入ったときは、ｂちゃんは既に様々な支援によって意思疎通ができている状態でし

た。今日のお話を聞いて、発達段階に合わせた機器の支援は大切だと思いました。他のお子

さんもそうですけど、これからもそうした視点で私たちも関わらなければと勉強になりま

した。 

 また、いろんな映像を見せていただいて、昔は本当に何でも学校でやっていたんだなと分

かりました。生きていくために普通に必要なこと、その子が学校に来て必要なこと、例えば

ご飯を食べたりする代わりに経管栄養を行うと考えられたら、その子に関わるいろんな人

が支援できるのが当然必要だと思います。しかし、さっきのヘルパーさんができること、で

きないこととの話がありましたが、私もヘルパーさんに医療ケアのことなどをお話しする

機会が先日ありました。そこで出た話ですが、ヘルパーは爪切り１つやってくれない、看護

師がやるべきものというふうな感覚・意識がヘルパーさんの中にもあります。日常生活の中

で生活行為として対応できると良いのでしょうが、ヘルパーさんの中にもなかなか手を出

せない、手を出したくないという意識もあるということを実際お話を聞いて分かったので、

私たち訪問看護師がご自宅で支援しているヘルパーさんにしっかりと話をして、自信を持



ってできるように支援していかなければいけないんだと改めて感じました。 

 ヘルパーさんたちにやって欲しいなと思うことを、「どうしてやらないの！」と責めるの

ではなく、ヘルパーの皆さんが自信を持ってやれるように私たちが支援し、何かあったとき

にはいつでも相談できたり、協力体制を取るということが大事なんだなっていうふうに、今

日、また改めて感じました。ありがとうございました。 

○講師 医療が必要な子どもたちの支援者には、様々な職種があります。それぞれの職種に

特有の文化があって、そこは長年に渡って培われてきています。ですから、法律や国の通知

ではこうなっているんだよと説明しても直ぐに理解していただくのが難しい場合がありま

す。看護師さんも同じです。あるとき、てんかん発作の重積を止めるための座薬を養護教諭

が対応しようとしたら「養護教諭が座薬挿入なんてやって良いと思っているの！」と学校看

護師に怒られたそうです。先ほどの話の中でも取り上げましたが、平成２８年に文部科学省

が厚生労働省にてんかん発作時の座薬挿入の取扱いが通知で出ています。大学の授業では、

養護教諭が学校看護師に怒られたという先ほどのエピソードとともに「もし、そういう話が

学校現場であったら、ちゃんと国から通知が出ていますよとやさしく教えてあげましょう。

ベテランの養護教諭や学校看護師でも過去の知識と経験で判断しているときがあります。

知らないことがあるのは仕方ないけれど、君たちには最新の知識を持って、常に社会の動き

に広く関心を持って欲しい。」と養護教諭を目指す学生にお話しています。そして、「けん

かしないように」とも…。 

○Ｉ委員 今日も大変勉強になりました。ありがとうございました。 

 ｕ市のヘルパー事業所のＩと申します。 

 一番困っているのは、ヘルパー等介護職員が喀痰吸引等第三号研修を受けて実地研修の

評価票を東京都に提出して、都から認定証を受けて実際にお家を訪問して医療的ケアを行

えるようになるまで１年弱かかるんです。座学から始まって、その後に実地研修を踏むわけ

なんですけれども、本当に実施に至るまでの手続きがとても多くて、書類も多くて大変です。

実地研修では看護師さんやご利用者さんとの調整が必要です。 

 先日、あるご家庭で、「『何かあっても責任は問いません』と念書を書くから早くやって

くれませんか」と話がありました。このような要望をたくさんいただいています。そういう

ときに私たちは、やりたいけれども、やはり何かあったときに責任が取れないというところ

がとても大きくて、そこは、私は事業所で医療的ケア研修の担当しているのですが、すごく

悩ましく、それはどうにかならないのかなと…… 

○講師 この喀痰吸引等第三号研修が制度化されるときに、僕も少し関わっています。自己

紹介でもお話ししましたが、東京都が委託している東京都福祉保健財団の喀痰吸引等第三

号研修の講師や、自分が所属するNPO法人地域ケアさぽーと研究所も登録研修機関で、介護

職員等の第三号研修を行っています。 

制度の説明ですが、喀痰吸引等第三号研修は、９時間の基本研修（座学とシミュレーター

演習とテスト）の後に、実地研修を行います。実地研修では、実際に利用者さんの個別性に



配慮した手順と方法にもとづく評価票を用いて介護職員が医療的ケアを行い、指導看護師

がチェックします。２回連続全ての実施工程が一人でできるようになると修了になります。

次に評価票を登録研修機関に提出して、登録研修機関から修了証をもらい、そのコピーや住

民票の写しなどを都道府県の担当部署へ提出して、認定証を発行されると「認定特定行為業

務従事者」として医療的ケアを行えるようになります。確かに手続きに結構な時間を要しま

す。 

この制度ができるときの厚生労働省障害福祉課の専門官には、いろいろとアドバイスを

いただいていました。例えば、時間的な課題への対処法としては、指導看護師が評価票でチ

ェックして、介護職員等が問題なくできるようになったら、本人・ご家族の了解の元で練習

として喀痰吸引等を実施すれば良いと言うことです。登録研修機関や都道府県との書類の

やり取りに時間を要すのは手続きの問題なわけであり、その手続きのために何か月もケア

を実施できなければ研修を受けた介護職員もやり方を忘れてしまいます。都道府県から認

定証が届くことによって正式な対応がはじまるので、加算などの対象はそれ以後になりま

すが、実質的な部分での対応は進めていくべきだと思います。 

○Ｉ委員 そうなんです。でも、財団の方の話では、皆さん見切り発車的にされているんで

すが、本当を言えば認定書が届いて、それをさらに東京都福祉保健局に事業所として職員と

利用者の登録が終わってからなんですよと言われました。そしたら１年どころではないっ

ていう感じです…… 

○講師 制度の説明を行政に求めれば、そのような話になるのは当然です。もともとこの

第３号研修自体は、第１号・第２号研修に比べて、比較的柔軟な実施が考えられていま

す。例えば、第３号研修の指導看護師になるためには、自分でテキストを読んで研修する

自己学習で良いのです。これに限らず国レベルでは柔軟だった話が、都道府県レベルにな

ると、いろいろと解釈で狭められるというのは良くある話です。 

○Ｉ委員 あと、さっき千葉さんがおっしいましたが、看護師さんによっては、「ヘルパ

ーにはさせられない」と言う方が、まだまだたくさんいらっしゃいます。宮田先生や冨田

先生のように、どんどんやりなさいっていろいろ教えてくださる先生がいらっしゃる反

面、「しょせんヘルパーが…。」とか、指導してくださるときも「んー」みたいな方もま

だまだいらっしゃることがちょっと悲しいなと思います。 

 また、親御さんの中にも、「ヘルパーさんで大丈夫かしら」という方も多いです。 

○講師 医療の専門職である看護師に入ってほしいという利用者さん、ご家族も確かにい

らっしゃいます。一方で、普段のことがよく分かっているヘルパーの方にぜひお願いしたい

と言う方もいらっしゃいます。介護職員の方々との関係性が大きく影響していると思いま

す。 

○Ｉ委員 なので、医療職の方々に、ヘルパーさんもここまでは大丈夫なんですよというよ

うなことを、ご家族や関係者の方に何かの折にいろいろおっしゃっていただけると、私たち

ももう少しやりやすいのかなと思います。 



○講師 もう一つアドバイスがあります。さっきの話ですけれども、行政の人に聞いたら駄

目と言われたとかあると思います。例えば、服薬なんてどうします？ 

○Ｉ委員 服薬も…… 

○講師 喀痰吸引等第三号研修の研修内容や評価票には、服薬の注入は入っていないので

あそこの中の評価項目に入れちゃいけないんです。 

○Ｉ委員 そうなんです。 

○講師 ですから、行政の方に対して「お薬を注入で入れるのは良いですか？」って質問し

ちゃいけないんです。「〇〇をやっていいですか？」って聞いちゃ駄目なんです。なぜなら

回答する彼らは行政職で有り、医療職ではありません。担当者は毎年のように変わります。

法律などで「〇〇は行って良い」と書かれている場合に、「〇〇以外は行ってはいけない」

とするのを反対解釈と言いますが、行政の方にとって国の通知などに根拠となる文章がの

っていなければ、「それはできません」と反対解釈を行う方が多いと思います。ということ

で、行政にお墨付きを求めようと質問して回答を求めるのはやめておいた方が良いです。 

○Ｉ委員 そうですね。ヘルパーさんたちも、何かあったら、もう責任取れませんって、医

療的ケアに取り組んでくれない方もまだまだいらっしゃいます。そのときに、大丈夫だよと

いうふうに研修を進められると、もっともっと増えると思います。 

○講師 もともと違法性の阻却で対応していた時代から手続きの面できっちりとやってい

ました。法制化によって認定証とか手続が加わったので、時間のかかる事務作業は後づけな

んです。それによって加算の対象になっていきますが、その金額が微々たるもので申し訳な

いとは思います。 

○会長 では、覚悟を持ってやっていただくということで、次に。 

○Ｉ委員 はい、承知いたしました。 

○Ｊ委員 相談支援事業所のＪと申します。 

 時間も少ないので、聞きたいことだけ聞きます。先生のお話で切れ目のない支援というと

ころで、相談支援専門員、コーディネーターの役割というようなこと、あと、さっきＤ先生

のご質問の中でも相談支援専門員をうまく使えみたいなところが回答にありました。私は

今、相談支援専門員として医ケア児さんのところへ訪問していますが、この役割がうまく機

能しているのだろうかと自分自身疑問に思うところがあります。 

 やっぱり、いろいろ調整していく中で、教育、医療、福祉などには大きな壁がある気がし

ます。それをつなぐのに、何かちょっとアドバイスっていうか、力強いお言葉が欲しいんで

すけれども。 

○講師 世の中に相談支援員の役割が十分認知されていないと思います。そのためには、Ｄ

先生頑張ってらっしゃいますが、世の中に打って出ていかなきゃいけないなと思います。医

療的ケア児等コーディネーターの資格をとるための研修を終えた後、継続的に協議できる

場が必要かと思います。 

○Ｊ委員 実際に相談支援事業所の連絡会など行っていますが、コロナ禍でウェブの集ま



りになり、参加のための時間調整ができなかったり、なかなか活動的になれない自分という

のが今の悩みです。 

○講師 相談支援専門員は、「医療的ケア児等コーディネーター養成研修」を受ければそれ

で一人前という言うわけにはいきませんよね。親御さんの中には、「相談支援専門員に聞い

ても、よく分かっていないから、お願いしていない」という方もいます。そうした方には、

「相談支援専門員の専門性を地域の中で育ててほしい」とお願いしています。どんな職種も

いっぱいケース見て、経験を積んで専門性を高めていくのだと思います。ちなみに、東京都

の●事業部で次長をされていた☆さんが、来年度うちのＮＰＯで相談支援事業を始める予

定です。 

○Ｊ委員 そうですか。 

○講師 そうなんです。来年度の６月ぐらいに予定しています。皆さんと協力していきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○会長 すいません。いっぱい話をしようと言いましたが、残り５分になってしまいました。

せっかくなので、Ｋ委員のほうから、申し訳ないんですけれども、一言ずつみたいな感じで

お願いします。 

○Ｋ委員 はい、ありがとうございます。立川市で幼稚園の園長をしております。 

 これまで全然関わりがなかったので、今回このような会で勉強させていただいています。

先ほど、共生社会の部分で保育園の受入れの話がありましたが、幼稚園でもどのような形に

なるのか、同じように教育を担う機関としては、受入れの考えも少し持たなきゃいけないな

と思っています。 

 それとともに、最後のほうで家族支援の話がありました。現園児の兄妹がＢ先生にお世話

になっています。当園には兄弟のお兄ちゃんが通っております。妹さんが産まれてしばらく

たちますが、お兄ちゃんの様子がちょっと変わってきています。幼稚園では、早朝の保育を

行ったりしたりとお手伝いできることは行い、妹さんの入退院もまだ続くので、いろんな部

分で、こちらとしてもできうる範囲の手助けは行ってあげたいなと思っております。 

 ただ、お兄ちゃんが現在年中さん、来年度年長になるのですが、学校に上がるまでにお兄

ちゃんに対するお母様の理解を深めるのが課題です。そして見ていて本当に妹さんが大変

なのかなと思います。その辺をまたＢ先生にご相談したいなというところであります。よろ

しくお願いいたします。内輪の話になってしまいました。ありがとうございます。 

○会長 大変恐縮なんですが、極力短めにお願いします。 

○Ｌ委員 小学校校長会のＬと申します。 

 本日は有意義な研修を本当にありがとうございました。お話を聞きながら、医療的ケアは、

特別支援学校でなければできないのかなと、初めは思っていたんですけれども、公立小学校

の通常学級でも、できることがたくさんあることが分かりました。医療的ケアが必要な子ど

もを通して学級をつくっていく、学校をつくっていく、そんなことが今日は勉強になりまし

た。本当にありがとうございました。 



○Ｈ委員 Ｎ病院のＨです。 

 ご近所にいた時期があったなと思っているんですけれども、本当に久々に先生のお話し

聞けてよかったかなと思います。私も同じような時代を、ずっと隣で見ていました。先ほど

のお話にもありましたが、制度ができて良かった面もありますが、逆にやり辛くなったこと

もすごくあります。うちの事業所でもやっぱりたくさん課題がありますので、これからいろ

んなことが解決できるように、皆さんとお話ができればなと思います。そして今日は★さん

のかわいい頃の映像を見せていただきまして、また職場に持ち帰りたいなと思っています。

ありがとうございました。 

○Ｇ委員 先生、お久しぶりです。今日はありがとうございました。 

 私は、Ｇと申します。重症児の通所事業を行っています。うちの事業所にもいろいろな専

門職が集まっていますので、今日のお話の中で、改めて考えさせられました。「この専門職

がいなければ〇〇ができない」ではなくて、せっかく専門職が集まっているからそれぞれの

スキルを共有し合って、情報交換をたくさんして、いろんな人がいろんなことをできるよう

にする。そして、子供たちを支援し、その活動が共生社会の実現に少しでもつながっていけ

ばいいなというふうに感じました。今日はありがとうございました。 

○Ｅ委員 療育病院のＥです。 

 懐かしい顔も、先生を含めてですけれども、たくさん画面にも出てきて、初心に戻りまし

た。先生がいろんな人との一人一人の出会いを大切にされて、今、いろんな活動につなげて

らっしゃるというのを見て、本当に私ももう一度決意をしないといけないかなって思った

りしました。ありがとうございました。 

○Ｃ委員 立川市薬剤師会の理事をしておりますＣと申します。 

 今日は、貴重なお話ありがとうございました。皆様のように実務に関わってらっしゃる方

からすると、自分自身は現場からちょっと離れた立場にいるのかなという印象はあるんで

すけれども、漠然とした表現になりますが、相手の役割を理解するということの大切さ、相

互理解と情報共有と、それからクローズドではなくて、やはりどんどん公開していくことの

大切さというのをすごく感じました。薬剤師も何かできることがあるかなっていうふうに

すごく感じましたので、また持ち帰ってお話しさせていただこうと思います。本日はどうも

ありがとうございました。 

○会長 どうもありがとうございました。 

 今度、「医療的ケア児支援法（案）」という法律ができると、大きなよりどころにはなる

わけですけれども、先生がおっしゃったように、通知というのは指導・助言で、それを実現

するためにこういう会議、あるいは自立支援協議会が設けられているわけなので、改めてそ

こで知恵を出し合いながら、実現に向かっていきたいというふうに思います。 

 先生、本日は本当にありがとうございました。皆さん、もう一度……（拍手） 

 こちらの不手際で、最後はばたばたとしてしまいましたが、事務局のほう、どうぞ。 

○事務局 今日は本当に皆さんお疲れさまでした。先生、本当にありがとうございました。 



 １点だけ連絡がございます。アンケート結果がやっとできました。みなさんの目で見てい

ただいて、問題がないか校正をお願いします。 

 次回は来年２月２日、15時15分から101でやりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、あと最後に事務局からもう一つ連絡があります。 

○事務局 今、第２次障害児福祉計画で、医療的ケア児支援のためのということで計画の中

に盛り込まれております。12月15日からパブリックコメントを募集開始する予定となって

おりますので、もしご意見ありましたら、ぜひよろしくお願いします。以上です。 

○会長 これで終了となります。 本当に皆さんありがとうございました。 

 

 


