
 

 

 

 

 

 

 

令和４年度第１回 

立川市医療的ケア児支援関係者会議録 
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立川市福祉保健部健康推進課 

 



 

令和４年度第１回立川市医療的ケア児支援関係者会議次第 

 

日時 令和４年６月３日（金） 

午後１時３０分～午後３時００分 

場所 立川市役所本庁２０５会議室 

 

 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 令和３年度までの経過について 

 ６ 令和４年度の取り組みについて 

  ①立川市医療的ケア児支援関係者会議設置要綱一部改正について 

  ②今年度の取り組みについて 

 ７ その他 

 

 ≪配布資料≫ 

  資料１：令和４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：立川市医療的ケア児支援関係者会議設置要綱 

  資料３：医療的ケア児の支援の経過 

  資料４：医療的ケア児の支援の現状とこれまでの活動・取り組み 

  資料５：医療的ケアが必要なお子様のために～立川市の相談窓口等のご案内～ 

  資料６：重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業 

  資料７：医療的ケア児者と家族への主な支援サービスと課題 

  資料８：関連法令及び計画の動き 

  資料９：立川市医療的ケア児支援におけるロードマップ（案） 

  資料10：令和４年度会議等スケジュール 
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午後 １時３０分 開会 

 

○健康推進課長 そうしましたら、まずちょっと全員そろわれてはおりませんが、お時間とな

りましたので、ただいまから令和４年度第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。 

 本日はお忙しい中、ご出席ありがとうございます。また、このたび委員にご就任いただきま

して、誠にありがとうございます。 

 本日、会長が決まるまでの間、司会を務めさせていただきます福祉保健部健康推進課長です。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 すみません、着座にてご説明させていただきます。 

 この会議は市民の方へ公開させていただいておりますので、傍聴席が一応用意されておりま

して、傍聴席にお座りになられる市民の方もいらっしゃるときがありますので、ご了解いただ

きたいのと、皆様の発言におきましては、個人のお名前が確定できないような形で記録をさせ

ていただいて、後日、会議の要旨として公開させていただきますので、どうぞご了承いただき

たいと思います。 

 それでは、資料が多いので、先に資料の説明をさせていただきます。お手元に、辞令用紙も

また後ほどご説明させていただきますが、そのほかに次第としてありまして、資料１、令和４

年度立川市医療的ケア児支援関係者会議の皆様の名簿があります。続きまして、資料２、立川

市医療的ケア児支援関係者会議設置要綱がございまして、資料３、医療的ケア児の支援の経過

という１枚のペーパーがあります。資料４、医療的ケア児の支援の現状とこれまでの活動・取

り組みという、ちょっと分厚めの資料がございます。続きまして、資料５、医療的ケアが必要

なお子様のためにというところで、立川市のリーフレットのご案内があります。資料６、重症

心身障害児等在宅レスパイト事業の資料がございます。資料７、医療的ケア児と家族への主な

支援サービスと課題、資料８、関連法令及び計画の動き、資料９、立川市医療的ケア児支援に

おけるロードマップ（案）があります。そうしまして、資料10、令和４年度会議スケジュール

案がございます。 

 お手元にない資料はございませんでしょうか。大丈夫でしょうか、１から10までございます。 

 すみません、早速で大変申し訳ないんですけれども、資料８の訂正をさせてください。資料

８の関連法令及び計画の動きというところの横長の表で、一番下の令和６年４月施行の児童福

祉法等の一部改正の一番最後の行なんですけれども、「児童発達支援の類型」とあるところが、



－ 2 － 

「児童発達支援センターの類型」ということで、「センター」を入れていただけたらと思いま

す。大変申し訳ございません。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、そろわれたところで、まず初めに、会を進めるに当たりまして、保健医療担当部

長より挨拶と会議の趣旨についてお話しさせていただきたいと思います。 

 保健医療担当部長、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。 

 ちょうど１時前に雷が鳴り響いて、非常に不安の中この時間を迎えることになりまして、皆

様におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 さて、こちらの会でございますが、平成28年の児童福祉法の改正で法的に位置づけられたと

いうことで、あわせまして保健、医療、福祉、教育、保育などの各部門、関係機関が連携した

体制を整備することが強まったことから、平成31年度に本会議を設置いたしまして、これまで

諸課題への対応を取るべく話合いを進めてまいりました。 

 後ほどＡ先生ご提供の資料をはじめとして、これまでの取組や課題、関連法令や計画の動き、

また今後の検討のロードマップなどをお示しさせていただきますが、市といたしましては、今

後の法制度の動きですとか市の役割を踏まえまして、今すぐ準備して取り組めることは何か、

さらには令和７年度を計画初年度とする市の長期総合計画の策定もこれから始まるところでご

ざいますので、そういった市の計画の位置づけとして施策をどうするべきか、こういった中長

期的な視点を含めまして、ぜひこちらの会議で様々ご議論いただけることを期待しております。 

 本日は、任期も新たに、改めて委員の皆様にご協議をお願いいたしまして、簡単ですが冒頭

の挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

○健康推進課長 ありがとうございました。 

 それでは、次第に沿って進めさせていただきます。 

 次第２の辞令交付ですが、限られた時間の中での会議開催となることから、あらかじめ委員

の皆様方の机のほうに、お手元に辞令を配付させていただいております。そのことをもって辞

令交付とさせていただきたいと思います。お名前等ご確認よろしくお願い申し上げます。 

 任期は令和４年６月３日、本日から令和７年６月２日までの３年間となります。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。よろしいでしょうか。 

 それでは、次に次第の３、委員紹介に移りたいと思います。 

 自己紹介をしていただく前に、申し訳ありません、ちょっと本日ご欠席いただいている委員

様のお名前だけご紹介させていただきます。 
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 本日、２名の方がご欠席になっております。Ｂ委員と、Ｃ委員がお休みとなられております

ので、ご承知おきください。 

 そうしましたら、お時間も限られていますので、委員紹介、皆様方に、着座で結構ですので、

簡単にお名前と自己紹介をしていただきたいと思います。Ａ委員のほうから順に、一旦ちょっ

と事務局を飛ばしていただいて、していただけたらと思います。どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

○Ａ委員 着座でよろしいんですか。 

○健康推進課長 はい、着座……、あ、見えづらいですか。 

○Ａ委員 大丈夫です。 

 Ａと申します。よろしくお願いします。 

 Ｄの理事をやっています。それ以前は都立の肢体不自由特別支援学校の教員を24年間、過ご

してきました。今は大学の非常勤とかもやっていますけれども、２年前にこの場所でお話をさ

せていただいたこともあります。このたびは委員として参加させていただきます。よろしくお

願いします。 

○Ｅ委員 立川市医師会から参りました、ＦクリニックのＥと申します。よろしくお願いいた

します。 

 立川で小児科をやって30年になりますので、立川市の職員の方々皆さん顔なじみで、今年度

もまたよろしくお願いしますということで、子供に関わる様々なことでお世話になります。よ

ろしくお願いします。 

○Ｇ委員 東京都立川市歯科医師会から参りましたＧと申します。 

 歯科医師会では、以前からいろいろ障害者に対する歯科診療、こちらもいろいろ今検討して

いる最中なんですけれども、なかなか実現に至ってはおりません。障害者歯科も関連して、 

この医ケア児の実情とか何か分かっていけたらと思いますので、今後よろしくお願いいたしま

す。 

○Ｈ委員 立川市薬剤師会から参加させていただいていますＨと申します。よろしくお願いい

たします。 

 ３年間お世話になりまして、またこの後３年間お世話になると思います。代表で出席させて

いただいておりますので、会議の内容等を会に持ち帰って、しっかりお伝えできればなと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○Ｉ委員 Ｊ療育センターのＩと申します。よろしくお願いします。 
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 私自身は、社会福祉士でＪ療育センターで30年くらい仕事をしております。前回の３年間に

引き続きの委員なんですが、療育センターで医療ケアなど地域の方々に何ができるかというの

は考えながら、コロナもあったりしてなかなかできないなという状態で足踏みして３年間終わ

ってしまったような気持ちがありまして、今度はもう少し頑張りたいと思って今日は来ており

ます。よろしくお願いいたします。 

○Ｋ委員 Ｌ訪問看護ステーションのＫと申します。 

 前回も参加させていただきまして、つくられた新しいパンフレットを早速利用者さんのお母

さんにお渡ししたりして活用することができているという現状です。レスパイト事業を行うと

いうことだったので、訪問看護ステーションの立川市の連絡会の方にも紹介させていただいて、

お話を障害福祉課の方にしていただいていたので、ステーションのほうでも少しずつ受けてい

けたらいいなというふうに考えています。今期もよろしくお願いいたします。 

○Ｍ委員 初めまして、多摩立川保健所の保健師のＭと申します。 

 現在、医療的ケア児のお子さんがお生まれになった対象の方へ、訪問看護事業部の看護の導

入のところだったり、人工呼吸器をつけている方の災害時個別支援計画を市の担当者と一緒に

やらせていただいたりというところでお世話になっております。 

 また、今コロナの関係で、皆さんに本当にマスクとか手洗いとか感染対策にご協力いただい

てありがたく思っております。よろしくお願いいたします。 

○Ｎ委員 こんにちは。Ｏから参りましたＮと申します。児童発達支援ということで、Ｏがあ

るんですけれども、同じ法人で放課後等デイも運営しております。立川市から来るお子さんも

何人かいらっしゃるので、事業を通してどういうことを支援していくのが大事か、また前回に

引き続きこの場で勉強させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○Ｐ委員 こんにちは。ＱのＰと申します。ヘルパーの事業所です。いつもお世話になってい

ます。 

 前年度に引き続き、私も今回も参加させていただき、よろしくお願いいたします。ヘルパー

等のやることというのは、医療的なことはできないですけれども、お母様の負担が軽減できる

ように、看護師さんと一緒に入浴だったりとか、通園のところの送り出しだったりとか、サポ

ートをしていけたらいいなと思っております。前年度がコロナ禍だったので、何かなかなか進

まなかったところもあって、このパンフレット等ができたりとか、ほかのお母様に訪問してい

るところで、医療的ケアの集まりが６月３日にありますよねというように、お母様のほうにも

情報が行っているのかなということがちょっとあって、私もできることは少ないですけれども、
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皆さんも協力して、もっと立川市が医療的ケアのお子様にとってとか、お母さん、家族にとっ

て負担が軽減できて、立川市ってすごくいいところなんだよというように言えるようなことが

できたらいいなと思っております。また今回もよろしくお願いいたします。 

○Ｒ委員 皆さん、こんにちは。小学校校長会を代表しまして参加させていただきます立川市

立Ｓ小学校校長のＲと申します。 

 長引くコロナの対応ということで、学校はいろいろな工夫や配慮を求められながら教育活動

を進めている中ですけれども、もう全ての子供たちの笑顔のためにということで、個々の子供

たちのいろいろな状況を理解しながら、できる限りの支援をして教育活動を進めているところ

です。この会議には初めて参加をさせていただきますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○Ｔ委員 皆さん、こんにちは。立川の私立幼稚園の協会のほうから参りました。立川南口に

ございますＵ幼稚園の理事長を務めさせていただいていますＴと申します。 

 理事長自体がこの４月１日から就任したばかりで何も分かりませんし、この会自体も今回初

めて出席させていただきますので、何分何も分からないので、よろしくお願いいたします。 

○Ｖ委員 皆様、こんにちは。Ｗ療育病院から参りましたＵと申します。 

 私自身は、職種は看護師ですけれども、外来であったり訪問看護を経験しまして、このたび

この４月に通所施設のほうで生活介護と児童発達のほうを多機能でやっておりますけれども、

そちらのほうに異動になりまして、いろいろと医療的ケアのとてもニーズの高いお子さんたち

を預かっておりますので、そこで自宅で豊かに生活が送られるように、そのような思いでケア

をしていきたいと思っております。私も４月からこちらに異動になりまして、初めての参加に

なりますので、至らないところがあるかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

○Ｘ委員 Ｙ保育園の園長をしておりますＸと申します。 

 前回からこちらに参加させていただいていましたが、なかなか立川市の民営化の保育園、公

立保育園を民営化して法人立となって、今はまだ園が工事中であったりして、昨年欠席するこ

とが多かったですけれども、今年は皆さんのお話を伺って、保育園も私立保育園の園長会を代

表してこちらに伺っておりますので、ぜひその情報を私立保育園のほうにお伝えして、私たち

は子供たちのために何ができるかというところの視点をきちんと持ってこの会議に出席してい

きたいというように思っております。いろいろ分からないことがありますけれども、よろしく

お願いいたします。 

○健康推進課長 ありがとうございます。 

 それでは、引き続きまして行政側の紹介をさせていただきます。 
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 それでは、次に次第の４に移りたいと思います。 

 会長、職務代理の互選等につきまして、資料２の医療的ケア児支援関係者会議設置要綱の裏

の面の第５条第２項のところで、会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定めると規定さ

せていただいております。 

 委員の皆様、いかがでしょうか。ご意見お願いいたします。 

 Ｅ委員、お願いいたします。 

○Ｅ委員 会長にＡ委員を推薦したいと思います。 

○健康推進課長 ありがとうございます。 

 皆様、いかがでしょうか。よろしければ拍手をいただきたいかと思います。（拍手） 

○健康推進課長 ありがとうございます。 

 それでは、Ａ委員に会長をお願いいたしたいと思います。 

 大変申し訳ございません、お席の移動をお願いいたします。 

 それでは、改めまして会長のご挨拶をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○Ａ会長 ただいまご指名をいただきまして会長に就任いたしましたＡと申します。よろしく

お願いいたします。 

 私自身は、これまで５つか６つぐらいの自治体でこういう委員会の委員をやってきましたけ

れども、大体ほかの自治体では調査と研究、あと情報交換です。ここ立川の要綱には検討もす

るというような場になっているということがとてもありがたいなと思っています。さらにこれ

までも成果物をしっかりとつくってこられていますし、着実に進めてこられているというか、

結果を出しているなというように思っていますので、私もこの会に参加していくことについて

とても期待しておるところです。皆さんの協力の下、進めていきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。（拍手） 

○Ａ会長 では、早速ですけれども、資料２の要綱の第５条の第３項に基づきまして、私に、

会長に事故があるとき、または会長欠けたということがあったとき、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になっていますので、私のほうから提案いたします。

行政の自己紹介 
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ご指名させていただきますけれども、Ｅ先生、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。

（拍手） 

○Ａ会長 ありがとうございます。 

 では、続きまして、会の運営のほうですけれども、同じく要綱の第10条をご覧ください。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

ことで、会議の運営の部分を、ここで担当していただいています事務局及び庁内会議を設置し

て会議を運営していただくという形を取らせていただこうと思いますけれども、委員の皆様い

かがでしょうか。（拍手） 

○Ａ会長 では、こちらの事務局、庁内会議の運営を基に、私たちも審議を進めていきたいと

思います。 

 では、次第の５に入りたいと思います。よろしくお願いします。 

 令和３年までの経過について、これは事務局のほうからご説明お願いします。 

○事務局 事務局から説明させていただきます。健康推進課です。よろしくお願いいたします。

着座にて説明させていただきます。 

 次第の５番の令和３年度までの経過ということで、資料３があるかと思います。こちらをご

覧ください。 

 昨年度も委員でいらした方は、昨年度の第４回目の会議でも触れさせていただいたものです。 

 医療的ケア児の支援の経過としましては、こちらについては平成28年５月25日に児童福祉法

が改正されまして、平成29年に庁内で会議を経て、平成31年度に立川市医療的ケア児支援関係

者会議、こちらの会議を設置したところでございます。 

 この会議においては、実態調査やニーズ調査、事業所調査を行って、地域の課題、対策など

を検討することといたしました。 

 まずは、立川市の医療的ケア児の実態調査ということで、令和元年６月から翌年１月まで、

当事者の方、様々な医療機関や保健所、学校等により手渡しで配布していただいて、回答を25

人の方から得られたということになっております。 

 それを基にして、２の部分で、立川市医療的ケア児のニーズ調査を行いまして、21人のご回

答がございました。 

 その調査の結果、得られた課題としましては３にまとめさせていただきました。医療的ケア

児を介護する家族のご負担がとにかく大変だ、それから家族介護負担軽減のサービスのところ

ではサービスの不足感が非常に強くなっているというふうなことがございました。あと、医療
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的ケアについて相談できるところも限られていて、ご家族が孤立しやすいというふうなことも

見えてきた課題でございます。 

 ４番目は、事業所の調査を令和元年６月から12月まで行ってまいりました。そうしたところ

で、74の事業所様からご回答をいただけまして、そこから見えてきた課題といたしましては、

医療的ケア児やその支援方法を知らない事業者が４割を超えている、それから事業所が医療的

ケア児を受け入れるためにはスピードアップが必要だけれども、なかなかヘルパー不足が深刻

で、研修など取り組むことが難しいという課題、それから医療的ケア児を支援した経験のある

看護師がいるのは訪問看護ステーションがほとんどであるということ、市内の児童発達支援の

事業所に看護師はいるけれども、市内の放課後等デイサービスの事業所にはいらっしゃらない

こと、看護師の医療的ケア児への支援を推進するためには、研修の実施や多職種連携の推進が

必要であるということなどが見えてきた課題でございます。 

 詳しい実態調査、アンケート結果の内容につきましては、資料４のほうにございます医療的

ケア児の支援の現状とこれまでの活動・取り組み、こちらのほうに詳しいところが載ってござ

いますので、各自で確認していただければと思います。 

 資料３に戻りまして、６番以降につきましては、昨年12月16日に実施されたこの会議の中の

研修会の中で、Ｅ先生とＢ先生よりお話をいただいたものと、あと現場の各委員の皆様からに

ご意見を中心にまとめたものでございます。 

 （１）は、小児を診る在宅医の課題としましては、疾病や病態が複雑で習熟が課題となって

いる。複雑なケースは地域に引受け手が増えないということ、病院との情報交換・共有が十分

にしづらいというようなこと、また診療に加えて医療者との連携、共存にとどまらず、福祉、

教育、療育のコーディネートを担わなければならないことなども多く、また指示書、情報提供

書などの作成等、事務作業が膨大になり、診療を圧迫している状況があります。 

 それから、（２）では、医療サービス事業者からの課題としまして、訪問看護のところでは、

医療ケアが多い場合、長時間ケアでも足りない、在宅レスパイト制度の格差があり、受け入れ

るステーションが少なく訪問範囲が広くなっているという点や、検査のための入院が多くキャ

ンセルが多くなり、経営が不安定になっているということです。 

 それから、訪問薬局のほうでは、成人に比べ調剤時間が長い、医療材料、在庫管理などの課

題がある、訪問薬局が少ないため訪問範囲が広域であるということ、それから福祉サービス事

業所からは、３歳以下のレスパイト施設が不足、サービスの支給時間やヘルパー人材が不足、

ショートステイのベッドと日数制限が課題であります。あと、児童発達支援事業所のところで
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は、医ケア機器が多く、送迎希望が多いが送迎コストが多い、保育園との交流が進んでいない

ということ、また放課後等デイサービス事業所については、絶対数が不足している現状があり

ます。入浴サービスの希望が多い、送迎コストも多いということ、あと訪問支援の専門医のほ

うでは人数の少なさと負担増加がある。 

 あと、（４）としましては、保育・教育の課題としまして、保育園としては、民営化が進ん

で受皿の公立園が不足している、特別支援学校の通学籍のハードルが高い、特別支援学校の通

学の保護者同席の負担、地域普通校と支援級の受入れの心理的抵抗と人手不足があるというこ

とでございます。 

 災害時の対応の課題も出されておりまして、避難行動要支援者の避難行動に関する取組指針

の中で、医療的ケア児の全例の把握、避難行動要支援者名簿の作成、個別避難計画の作成につ

いて多く課題があるというふうなところになってございます。 

 こちら、７番として、必要とされる対応策について３点大きく上げられておりまして、１点

目が、医療的ケア児を支援するサービスを充実する必要があるだろう。介護職員による医療的

ケアの実施の促進、看護師による医療的ケアの実施の促進ということが求められていて、そこ

につきましては新規に重症心身障害児者等の在宅レスパイト事業を本年度予算を計上いたしま

して、対応してまいりたいというふうに考えているというところでございます。 

 ③としましては、相談支援専門員による医療的ケア児支援の促進があるということと、④と

しましては、支援事業者増大に向けた働きかけの推進としまして、市内の放課後等デイサービ

ス事業所、こちらの確保ができたところでございます。それから、市内に居宅訪問型の児童発

達支援事業所も確保ができたというところでございます。 

 それから、必要とされる支援対策の大きな２点目としましては、教育・保育支援の推進とし

まして、１番としては、学校における医療的ケアの実施の在り方の検討が必要になっておりま

す。それから、保育園における在り方に関する検討も必要になってきております。普及啓発と

連携交流の推進というものが求められており、立川市医療的ケア児相談窓口リーフレットが資

料５として、これが作成されました。皆様のほうにも配付させていただいておりますが、こち

らのほうの説明をちょっとさせていただきたいと思います。 

○事務局 障害福祉課でございます。よろしくお願いいたします。 

 昨年のニーズ調査に基づいて、支援制度などが社会資源にどういったものがあるのか分から

ないとか、誰に聞けばいいのか分からないといったお声がありましたので、それに呼応するよ

うな形でこちらのリーフレットを作成いたしました。 
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 改めまして、委員さんも交代になりましたので、資料５をご確認ください。 

 医療的ケアというものがここで書かれています。人工呼吸器による呼吸管理、喀たん吸引そ

の他の医療行為（酸素吸入、吸引、ネブライザー管理、経管栄養、インスリン等皮下注射、中

心静脈カテーテル管理、血糖測定、透析、導尿、ストマ、浣腸、洗腸、けいれん時の座薬投入

など）ということを医療的ケアというように定めております。 

 医療的ケア児とは、日常生活及び社会生活を営むために、恒常的に医療的ケアを受けること

が不可欠である児童ということで、法律で18歳未満ということで規定されております。 

 そして、皆様からいろいろな意見をいただきながら、現時点では、大変申し訳ないんですけ

れども、制度によって相談窓口が現在は３か所あるということで、健康推進課の地区担当保健

師であったり、障害福祉課の地区担当員、ケースワーカーであったり、子ども家庭支援センタ

ーの発達相談員だったりということで、ただ、どこに相談していいか分からない場合には子ど

も総合相談というところでご相談くださいというつくりになっております。 

 東京都でも、右下ですけれども、在宅重症心身障害児（者）等の訪問事業を行っていますと

いうことで書かせていただきました。 

 そして、見開き、開いていただきますと、主なサービスの紹介ということで掲げさせていた

だいております。 

 １点、３月の時点でお示ししたものからちょっと変更がありましたのが、訪問入浴を入れて

いたのですが、こちらのほうが障害者のサービスなので、今回はここは抜かせていただきまし

た。スペースに余裕を持たせておりまして、実は10月からレスパイト事業が始まりますので、

今度はその事業のほうをここに入れ込んでいく予定になっております。 

 リーフレットについては以上です。 

 続きまして、資料の６番の説明をさせていただきます。 

 先ほどありましたように、ニーズ調査の関係で、親御さんたちが一生懸命ケアをしていてか

なりお疲れになっているというお声がたくさんありました。その声に少しでも応えるというと

ころで、この協議会の１つの成果かなと思っておりますけれども、令和４年度、本年度10月か

ら立川市在宅レスパイト・就労等支援事業のほうを立ち上げる予定になっております。 

 申し訳ありませんが、資料のレジュメのほうの名前が旧の名称で載っておりまして、資料が

重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業となっておりましたが、今年度、東京都のほうの

補助金を活用しての事業なんですが、こちらのほうにレスパイトだけでなく、親御さんの就労

の支援でも使ってもいいということで、ここの目的が拡大されまして、名称も変わりましたの
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で、立川市もこの内容で、この名称で行きたいと思っております。立川市在宅レスパイト・就

労等支援事業ということで、ただ今、事業構築に向けまして様々な準備をしているところでご

ざいます。冒頭、Ｌ訪問看護ステーションのＫ様からもありましたけれども、市内の訪問看護

ステーションさんのほうにもこちらのほうからお願いをしまして、ぜひ制度が立ち上がります

のでご協力お願いしますということでお願いをしているところでございます。 

 説明は以上です。 

○Ａ会長 ありがとうございました。 

 ３年間、第１期の関係者会議の取組の成果を今発表していただきました。１つは実態調査、

そしてリーフレット、そして在宅レスパイトといった形で実を結んだということだなと思いま

すね。 

 ここで、せっかくですので皆さんのほうから、資料の３のほうでまとめていただきましたけ

れども、皆さんの関係する分野でもう少しこの部分紹介したいなと、言い足りないなとか、思

いを伝えたいなとかという部分がありましたらば、ぜひ挙手をしてご発言をお願いしたいと思

うんですけれども。例えば、福祉サービスとか訪問、保育とかですね、それぞれの分野から、

何か抱えていると思いますけれども、今こういうところで悩んでいるんだということとかね、

もうちょっとここら辺の部分をお示ししたいんだというようなことがあったら。 

 Ｎさんとかどうですか。いいですか。 

○Ｎ委員 Ｎです。児童発達支援事業所になるんですけれども、ここに書いてあるようなこと

ももちろんそうですし、医療的ケアが必要なので看護師さんが必要なんですが、なかなか最初

から重症児のケアに経験をすごく積まれた方たちを探すことは非常に困難で、事業を進める中

で勉強していただいたりとか研修してもらう中で、経験しながら勉強しているのが現状です。

また、人数とかも定着するのがとても難しいので、そういう職員、実際関わる看護師さんたち

の研修の場だとか、不足しているときにどこにそういうことを相談して確保していったらいい

かというところあたりも、私はやっぱり少ないなと感じています。 

○Ａ会長 看護師の確保もいろいろなところで問題になってきて、学校もそうですし、福祉系

もそうですし。そういうところの流れでいけば、Ｋさんはどうですかね、在宅レスパイトの話

もありましたので。 

○Ｋ委員 そうですね、在宅レスパイト、それはまだちょっと始めてはないですけれども、以

前、留守番看護ということでやらせていただいたことが何年か前にあったんですけれども、や

っぱり長時間お家にいて、その子と一緒にというのは、看護師もすごく癒やされる時間と言っ
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たらあれなのですが、そういう時間になっていったのですが、やっぱり今のところ、さすがに

先ほど、放課後デイのほうですけれども、看護師不足ですね。実際にどこの訪問看護ステーシ

ョンも看護師の確保にやっぱり困っていて、障害業者を使っているという現状があります。 

 小児の経験がないものという看護師もほとんどだと思うんですね。例えば小児総合で働いて

いましたなんていったら、すごくありがたいと思うんですけれども、なかなかそんなうまいこ

とはいかないで、私たちのほうでも、市内訪問看護ステーションでも、やっぱり小児の経験が

ある人がいないことがほとんどです。なので、勤務しながら研修に行かせていただいて、そこ

で少しずつ勉強していく、また実際に訪問させていただいて、経験のある者と一緒に行って勉

強してくるみたいな、そのような形で少しずつ行ける看護師をどこのステーションも今は増や

してきているのは本当に実際だなと思っていて、少しずつでも受けようというふうには市内の

ステーションも考えてくれていて、初めて参加させていただくという、小児を診るというよう

に言っているステーションも出てきていることは最近すごく感じているので、少しずつでも、

１人でも２人でもみんなで受けていこうねというような意識は出てきているかなというように

は感じています。ちょっとなかなかそこで広がりがまだないかもしれないですけれども、少し

ずつみんなが怖がらずに小児を受けていけるようになればいいかなというように思っています。 

○Ａ会長 実際に小児看護をやっていなくても、現場に行ってみて子供たちにかかわってみる

と、看護の基本は同じだよねという部分で納得して、それを続けていただけるんですけれども、

その最初の一歩が難しいというところがあるようです。東京都のほうも、高齢者しかみてこな

かった訪問看護ステーションに小児の障害児分野に関わってほしいなということを以前から言

っています。 

 一方で、医療分野と、次に出てくるのは福祉分野の訪問介護かなと思うんですけれども、訪

問介護のＱのＰさん。 

○Ｐ委員 今お話ししたように、Ｋさんがお話ししたりＮさんもお話ししたのと同じなんです

けれども、結局人材不足でヘルパーが本当にいないというのが実際で、それで訪問介護、うち

も高齢者が先だったので、それで障害サービスで、たまたまうちに医療的ケアの方が関わった

ときに、うちのスタッフたちは赤ちゃんはかわいいからやりたいというところで始めて、実は

訪看さんに教えてもらいながらとか、全て訪看さんと一緒に動くので、逆に本当は安心で安全

で、すごく自分たちも勉強になるというところが医療的ケアなのですが、やはりほかの事業者

さんとお話ししたときに、医療的ケアの子って怖いよねとか、ちょっと無理かなとか、先入観、

今言ったように第一歩を、本当は一歩行ってしまえば、本当にとてもやりがいのあるヘルパー
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の仕事なんですけれども、やはり第一歩が多分ほかの事業者さんは進めていなくて、本当はと

てもやりやすいし、やりがいがあって、勉強にもなるし、安心・安全ですよねというところで、

実際に今、新規がうちももういっぱいなので受けられなくて、ヘルパーが不足しているとか、

担当できるヘルパーが決まってしまっているので、初めは１人のお子さんから始まって、その

お子さんが赤ちゃんだったのが今小学校に入学してという形で、私たちも一緒に成長している

ですけれども、お子さんも成長していてずっと担当していっているので、新たに新規のケアが

あってもちょっとお受けできなくなってしまうというところと、あとみんな動く時間帯が一緒

なので、みんな同じ時間に入浴したりとか、学校の送り出ししたりとかというところで、やっ

ぱり時間帯がかぶってしまって、通園するところのお迎えもしてあげたいし、このお母さんの

送り出しもしたいけれども、みんな同じ時間帯なので、その辺がちょっと30分でもずれてくれ

れば、この人の後にこの人行けるけれどもと思うので、やっぱり送迎の方も人数不足とか順番

があるので、それであと15分早ければ行けたのだけれども、お迎えにも行けないよねというと

ころで、Ｑのヘルパーさんを待っているという状況で、本当にお受けできなくなって本当に心

苦しい。本当にヘルパーさんがもっと入ってきてくれて、もっとほかの事業所さんも医療的ケ

アの新規を受けていただきたいなと思います。本当に安心して安全でできるお仕事なんですけ

れどもねというところで。本当にヘルパーさんが入ってきてほしいです。 

○Ａ会長 知られていないということですね。 

○Ｐ委員 そうですね、そういうことです。 

○Ａ会長 医療的ケア児支援法自体は、看護職だけではなくて、福祉職にも医療的ケアの担い

手として広げていきたいというのは多分あるんですけれども、そうしたときに保育所とか幼稚

園とか学校で、多くの場合は看護師さんにだけに任せるという形が多いですけれども、介護士

の方々による支援も支援法の中にうたってはいるんですね。現場としては特に保育所とか幼稚

園とか学校とか、小学校とかではどのようなふうな形で考えられているのかなということをお

聞かせしていただければありがたいです。急に振ってすみませんけれども。 

 では、保育園のほうから、Ｗ委員、何か。 

○Ｘ委員 私の保育園では、先ほど公立の民営化というふうに出てきたと思うんですけれども、

１年目でして。保育園には看護師が１名必ず入れなさいよという、看護師の配置があるんです

けれども、やっぱり全園児となると、百数名いる子供たちの健康管理を看護師も同時に行わな

いといけないですし、そういったお子さんのケアもしないといけないというところで、看護師

１人というところではかなり厳しい状況はあるなというふうに思っています。ただ、お子さん、
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いろいろみんなそういう医療ケアが必要なお子さんだけじゃなくて、子供たちみんなそれぞれ

一人一人個性があって違うので、そういったところの部分も全て看護師が１名だけでの配置と

いうのはやっぱり厳しいのではかなというのは、私立保育園の中のお話の中でもやっぱりあり

ました。なので、職員の配置みたいなそういったところをこれから充足ができたら、そういう

ケアもできるのではないかなというような話は私立保育園のほうでも出ています。 

○Ａ会長 一方で、保育園の保育士さんたちが研修でケアを学ぶという事例もありますね。 

○Ｘ委員 そうですね。それも確かに、ただ、うちは導尿という形で行っているんですけれど

も、やっぱり研修を受けたとはいえ専門は保育士ですので、そういったところでは職員もそう

いうケアをするときに、その負担というか責任というか、そこがすごく大きいなというのは感

じています。 

○Ａ会長 ありがとうございます。 

 幼稚園のほうはどうでしょうかね。 

○Ｔ委員 すみません、先ほども申しましたとおり、まだ私も理事長に４月になったばかりで、

幼稚園の協会のほうもまた今回も会議が初めてでございまして、でも聞いていましたところ、

やはりケアをされる立場の方の人員不足とか、あと送迎の問題ですかね、大変だと思います。 

 実は私のほうも息子が１級の障害者で、病院への送り迎えなどは家族が担っていて、家族が

交代で今も行っているような状況で、それが施設のほうでやっていただければそれはとても助

かることなんですが、やはり先ほども、ちょっと時間をずらせば多くの方を送迎できるんだけ

れども、やはり集中してしまうとたくさんのお子さんを面倒見るのは大変だというお話、確か

だなと私、実体験から思いました。 

 まだうちの幼稚園などは規模が小さいものですから、もしやるとなってもそこまでは手が回

らないかなと思いまして、大きな幼稚園の中でそういうケアの部分がつくれるなら、これは望

ましいかなとは思いますけれども、ちょっと今のところ、私個人の意見では何も申し上げられ

ることはございません。すみません。 

○Ａ会長 いえいえ。 

 東京都の調査で言うと、いわゆる医療的ケア児の２割ぐらいは公立小学校とかにも通ってい

るというような実態もあるようなので、今の立川の現状としてどのように把握されているかと

いうのをお願いします。 

○Ｒ委員 それぞれ学校によってニーズがあるかどうかというのは本当に様々で、一概に小学

校全体を通してこうですよということではお話はできないですけれども、私が知っている限り、
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30年以上小学校をいろいろあれしているんですけれども、学校に医療の専門性の高い方が配置

されているというのは、公立の普通の小学校の中でほとんどないです。それに比べて、例えば

肢体不自由の特別支援学校なんかは非常にそういうところのケアが手厚いと思います。人がつ

いていて、いろいろな施設もそういうものになっている。だけれども、公立小学校に至っては、

例えば施設一つとっても、バリアフリー化でも、エレベーターがなかったりとか、ほかのいろ

いろなところで十分いろいろな子に細かく対応できるような施設ではなかったりする学校がほ

とんどですし、人的な部分でもそうなんですね。だから、ここに就学した場合に、こういう教

育活動に関してこういう対応やサービスができますよ、ここまではできますよということと同

時に、こういう対応は現状では難しい。こういう困難さがあるということもしっかり発信して

説明していく必要があるとは思います。その発信を受ける側には、子供たちが伸び伸びと力が

発揮できる環境はどこなのかという、そこをいちばん大事に考えていただけたらなというのが

正直な思いです。お答えになったかどうか分かりませんが。 

○Ａ会長 どうもありがとうございます。 

 これから学校が求められること、いろいろとほかにもいっぱいありますから、その大変さと

いうのは、本当に私も現場にいましたから分かります。 

 そのように、福祉、医療のほうでも様々な人材育成とか課題というのはあるかなと思います

けれども、そこを担っていくところで言うと、保健所とか医師会とか、そういうところからど

んなふうな取組ができるのかなというところ、もしありましたらば教えていただきたいと思う

のですけれども、Ｍ委員、いかがでしょうか。 

○Ｍ委員 保健所のＭです。人材育成、保健所が主体にということでは、人材育成は立川市さ

んのほうとご相談をして、必要があれば療育の講演会だとか、そういう形で関係者の方を集め

て講演会、講習会などをするような予算は持ち合わせておりますが、今のところ、すみません、

コロナもいっぱいになっていたり、あと基幹的なお仕事が多くなってしまっているので、十分

その機能を発揮していないかと思います。東京都が医ケアのコーディネーターさんの研修なん

かもされておりますし、他分野では病院と看護師さんが交換研修じゃないですけれども、地域

の看護師さんが病院に入って研修できるような制度を持っていて、医ケアの方たちなども、お

１人ずつ違うんですけれども、その子について病院に入れて、ケアを一緒にさせていただくよ

うな機会があるといいなと、これは個人的ですが思っております。 

○Ａ会長 療育機関の保育所等訪問とかという制度や、地域療育等支援事業など様々な形で、

医療が、また施設が持っている機能というのを地域のほうに提供するという制度もあるんです
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ね。それをうまく活用できているかなというと、あまり知られていない部分もあるかなと思い

ますけれども、どうですかＩさん、そういう療育機関として。 

○Ｉ委員 そうですね、療育センターには医者はもちろんなのですが、それぞれ療法士が、Ｐ

Ｔ、ＯＴ、あと心理、ＳＴといますので、今なかなか出かけていくことも難しいという、かな

りコロナの関係で厳しいことにはなっているのですけれども、研修ですとか、外来に来ている

お子さんとか地域のお子さんについて、こちらのマンパワーを提供するということは可能かな

と思います。あと、西部訪問看護の訪問看護師さんが療育センターに研修に来られたり、ちょ

っとこの１年、２年は分からないんですけれども、そういうこともありましたし、あと西部訪

問看護の看護師さん、西部から入って３か月とか半年の期限つきで終了していくんですけれど

も、終わりのほうはステーションの看護師さんと一緒に入ったりとかはできますかね。そうい

う形で引き継いでいくというか、専門性を広げていくということはできるかなと思います。 

○Ａ会長 西部訪問看護事業部のほうが、以前、高齢者の看護ステーションの方たちに少しで

も障害のある方たち、子供たちの支援をということで冊子をつくりましたね。作成に私も関わ

ったんですけれども、ぜひそういう機能というのも発揮していただければいいかなと思います

けれども、Ｗ療育病院はどうですかね。 

○Ｖ委員 研修などに何人かを受け入れていけばよろしいのかもしれないですけれども、うち

はやっぱり病院なので、どうしても看護大学の研修とか実習とかをメインで受けてしまってい

るので、地域のほうにどこまで貢献できるかなというところは、なかなかちょっと今はお答え

できないです。申し訳ありません。 

○Ａ会長 Ｅ先生、ずっと待っていたかなと思って。 

○Ｅ委員 まず、研修という意味では、訪問看護の教育施設というのが多摩地区で２か所ぐら

いあって…そこから訪問診療を見学したいという研修の依頼があることは、もちろん私たち積

極的に受けているだけではなく、立川市医師会が在宅診療を随分熱心にやっているので、その

先生方と割とコラボをして研修会に私たち小児の在宅医療を紹介したり、それからまたお願い

したりという関係性は非常に良好です。しかも、災害医療とか、大きな病院の研修医の間に地

域研修というのがあるんですけれども、地域研修で在宅診療を学びたいという方々の一部を

我々が担ったり、今やっとコロナが落ち着いてきたので、実は在宅の小児科志望の先生方、ほ

かの大きな病院もそうなんですけれども、すごく小児の在宅医療に対して関心が多くて、見学、

研修希望がすごく山ほど来ています。それで、大学のほうからは、医局のほうからは積極的に

若手に若いうちに診てもらいたいということで、患者さんにご協力いただいて、月に３人ぐら
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いずつ小児科医になりたての先生方を１人ずつ、１日お付き合いをいただくということを今ち

ょっとやっているのと、あと都立小児のレジデントといって総合診療科に勉強に行っていらっ

しゃる先生方、レジデントをされている先生方のところに、押しかけ女房のように押しかけレ

クチャーを私たちがしていたんですけれども、ちょっとコロナでウェブになっていますけれど

も、そろそろ実技を兼ねたことをまた再開をしようかという、そういう教育系は一生懸命やっ

ているんですが、実は今課題はどんどん大きくなっているお子さんたち、いわゆる18歳以降を

どうやって地域の、成人の在宅の先生方と一緒にやっていこうかということも１つ大きな課題

にしています。 

 そんなところと、あと実は私達のところの医ケアをしていた子の、今は外れかけたお子さん

とか、あと保育園のお子さんに医ケアの子がいるというのは、一般診療の中からまた地域にお

願いするという、一般の保育園とか、それから普通学校は府中のお子さんなんですけれども、

歩いて普通に勉強できてというふうなお子さんたちを、普通の学級とか保育園に送り出すとい

う仕事も我々ちょっと一生懸命やっているところです。 

○Ａ会長 ということで、地域の中での支援者の育成について、看護師、介護士、医療職につ

いてお話ししていただきました。それ以外の部分でぜひとも歯科医師会のＧ委員と薬剤師会の

Ｈ委員にはお話しいただければと思うんですけれども。 

○Ｇ委員 歯科医師会のほうではまだ医ケア児の現状とかというのは、まだあまり歯科医師会

の会員の先生方には…あまりまだ。まず周知徹底をしなきゃいけないんですけれども、あとは

お子さんの方が、特に医ケアのお子さん方というのは歯並びの問題であるとか、摂取の問題と

か、あとは乳歯から永久歯に生え変わる、そういうとても大切な時期ですので、実態調査とか

アンケート結果にあまり歯科に関して困り事というのは見受けられなかったんですけれども、

恐らく保護者の方とかかかりつけの歯科医の方がとても頑張っているのではないかというよう

に思っています。例えば１週間に１回とか、２週間に１回とか、歯科衛生士のほうが家に行っ

て保護者の方に口腔ケアの仕方というのが指導できていけばすごくいいと思います。歯科の病

気に１回なるとかなり時間が長くかかりますので、できればそういう衛生士の方々と相談して

口腔ケアをやっていただければいいと思います。 

○Ａ会長 お願いします。 

○Ｈ委員 そうですね、まず薬剤師会から申し上げるとしましたら、昨年度は上部団体の東京

都薬剤師会でも医療的ケア児の実際に関わっている薬局さんの薬剤師から、現場はこんな感じ

だよ、こんな処方が出ているよとか、こんなお子さんだよとかそういったこと、たしか23区の
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ほうで取り組んでいる事例とかのお話を伺ったりとか、研修はございました。ですので、かな

り浸透はしてきていると思いますし、ここで申し上げていいかどうかちょっと考えるんですけ

れども、実は18歳未満の医療的ケア児の保険点数がつきましたので、一生懸命頑張ってやろう

と取り組もうとしている薬局さんも出てきていると思います。 

 現実には、やっぱりＥ先生がいつもおっしゃっているように、お薬の内容が大変だったり、

粉砕だの混合だのと手間がかかって、それで急に薬の内容が変わったとか、あと重たいのを持

ってきてよとか、あと結構大変なのが衛生用品とか、それから高度管理医療機器に属するよう

な管理医療機器とかの関連のものに関しても、指定とか許可を受けていないと取扱いできない

とか、そういった取組に対してもちょっと問題があったりもしますが、それも仲間たちででき

るところの薬局さんが行って、何とかやろうというような取組ができればいいのかなというよ

うに会では思っています。 

 それと、余談なんですが、実はうちにも医療的ケア児を卒業した19歳の方が１人いらして、

今、Ｉ委員と実は話しておりました。 

○Ｉ委員 Ｗ療育病院さんにも行かれているかたで。 

○Ｈ委員 あちらに何か日中は行かれているということで、今ちょっと顔の見えているお話を

させていただいたところなんですが、少しずつですけれども、薬剤師も何らかの取組とか、お

役に立てないかという努力はちょっとしていっているのかなと。会としてもそうしていかなけ

ればいけないなというふうに考えております。 

 以上です。 

○Ａ会長 私、大学で養護教諭の養成課程で授業を持っています。学生には、障害児者対応の

歯科が地域の中にどれだけあるかを養護教諭が保護者にアドバイスできると保護者の安心感が

変わるというような話もしていますので、すごく期待しています。 

 そして、訪問薬剤師の方に関しては、本当におっしゃったように衛生材料を届けていただけ

るということが、すごくご家庭が助かるということをいろいろなところで聞いておりますので、

これからも広がっていくことを期待しております。 

 では、一通り皆さんから発言をいただきましたので、この件については終わりにして、次の

テーマに移っていきたいと思います。 

 次は、令和４年度の取組ということで、①番が立川市医療的ケア児支援関係者会議の要綱の

一部変更についてということで、事務局からお願いします。 

○健康推進課長 そうしましたら、本年度から若干要綱のほうを変更させていただきました。
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資料２の要綱をご覧ください。 

 めくりまして、第７条の下線の部分が新しく今年度に付け加えられたところになります。 

 会の必要な事項の調査を研究及び検討するために、医療的ケア児関係者部会を置くというこ

とになっております。部会は、次の各号に上げるものをもって組織する。会長の指名する委員、

そのほか会長が必要と認めた者というような形になりまして、そういった形で部会を年に２回

開かせていただきまして、本日を含めた２回の全体会をもって会議とさせていただきたいと思

っております。 

 要綱の改正につきましては以上です。 

○Ａ会長 今、第７条の要綱の変更について提案がありましたけれども、ご質問ございますで

しょうか。いわゆるワーキンググループみたいな感じになりますけれども、テーマに沿っての

設置をして、それを検討してまた発表するというような形なのかなと思います。特に異論はご

ざいませんか。 

 では、この第７条の改定についてはこれで了承ということでお願いします。 

 次は、今年度の取組についてですね。これについては、私のほうから資料７をご説明します

けれども、資料７は何とＡ３を折り込んでカラーにしていただいて、ちょっとお金がかかって

いるという気がしますけれども、どうもありがとうございます。 

 これは、私自身がいろいろなところで説明するときに使おうかなと思って作成しました。ラ

イフステージにおけるいろいろなサービスがあるということが分かって、そして医療、保健、

福祉、教育という分野のそれぞれのどんな制度があるかということと、そしてどんな課題があ

るかということを私が知る範囲でまとめたものですけれども、本来はそのほかにいろいろな医

療助成とかそういうのが、手当とか入れればいいでしょうけれども、あまり込み入っちゃうん

で、サービスに限定してつくってみました。 

 青い色が立川市で実際調査したニーズ調査、そして黄色いのは事業所調査に基づいて、主だ

ったところの意見をプロットしてみました。関連した情報として、例えば真先ほど説明があり

ました在宅レスパイト事業ですね、在宅レスパイト・就労等支援事業と名前が変わりましたけ

れども、事業化ありがとうございます。 

 ほかに、福祉系に赤で示したのは、自治体主体で喀たん吸引等第三号研修を行っているとこ

ろです。東京都もやっていますけれども、私も三号研修の東京都の講師をやっていますけれど

も、そのほかにＺ市とかａ市では福祉人材育成のセンターがありまして、そこで医療的ケアの

研修を行っています。ｂ市では私どものＮＰＯ主催の喀痰吸引等第三号研修に事業委託をして
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います。 

 あと、下のほうにいくと、教育のほうではガイドライン作成中ということで、また後ほど説

明があると思いますけれども、そのガイドラインの話。あと医療的ケア児支援センターに相当

する市の窓口というのが必要ではないかなと思っています。これはｃ区だったかな、ちょっと

事例ですけれども、基幹相談支援センターが最初の窓口となる。立川のリーフレットには別の

窓口を書かれていましたけれども、最初の相談の時に一体誰に相談すればいいかということも

ありますが、相談内容自体がうまく固まっていないというか、困っていること自体がよく分か

らないという状態もありますので、寄り添って一緒に話し合っていくうちで相談内容というの

が固まっていくということもあるのかなと思います。私はそういうコンシェルジュみたいなも

のが必要だと書いてみましたけれども、立川では子ども総合相談窓口が窓口をしますと。医療

的ケア児コーディネーターの制度ができましたが、立川の中でどういうふうに活躍するのかと

いうのも今後の課題かなと思います。 

 ということで、先ほど皆さんからお話ししていただいた課題というのは、一体どこの誰の課

題意識かをプロットする、そういう地図にしてもらえるといいかなと思ってつくった次第です。

ということで、これは見ておいてねと一旦しておきます。 

 では、次、事務局のほうから資料８、９、10のほうの説明をしていただこうと思います。 

○健康推進課長 そうしましたら、資料８をご覧ください。 

 国の関連法令や計画の大きな動きを資料８でお示しさせていただきました。令和３年９月に

施行されました医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律において、自治体の努力

義務であった医療的ケア児に対する支援が責務と明記されております。保育所や学校などで受

け入れるため、支援体制の拡充等が自治体に求められております。各都道府県に医療的ケア児

センターを設立し、相談や支援に対応していくこととなりました。これにおきましては、東京

都のほうに今年の秋ですかね、医療的ケア児支援センターができると聞いております。 

 その次ですね、令和３年から５年にかけまして、国の基本的指針、第２期障害児福祉計画の

中では、令和５年度末時点で児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実が掲げ

られております。次に、主に重症心身障害児を支援する事業所の確保、ほかに医療的ケア児支

援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネート、先ほど先生がおっしゃられており

ましたコーディネーターなどの配置等も計画されております。 

 次に、令和６年４月に施行されます児童福祉法等の一部改正におきまして、子育て世帯に対

する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充というところで、地域において児童発達支
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援センターが障害児支援の中核的役割を担うことの明確化、障害種別に関わらず支援できるよ

う、児童発達支援センターの類型を福祉型・医療型を一元化することというようなことが明記

されるようになります。 

 これをもちまして、今後どのように立川市として話を進めていくかということを、次、資料

９のロードマップに落としてみました。 

 右側の調査研究、周知啓発、コーディネーターの配置等、東京都事業との連携、関係者会議

というような形に分けさせていただきまして、年度を追って計画を一応案としてお示しさせて

いただいております。 

 本年度は、先ほど先生のほうからもお話がありましたが、学校や保育園における受入れ態勢

のガイドラインの作成について調査研究、検討を進めていけたらいいなと思っております。そ

のことについてご提案させていただきたいと思います。 

 令和５年度につきましては、コンシェルジュ、もしくはコーディネーター等の配置等につい

て、どういった在り方がいいのか、役割等、どこに置くのがいいのか等々話合いを進めて、こ

ちらのご意見をいただけたらなと思っています。 

 それと並行いたしまして、東京都にも医療的ケア児の支援センターができますので、そこと

の連携ですとか役割の整理等、こちらの委員さんたちのご意見等を承りまして整理していけた

らいいなと思っております。 

 先ほど説明させていただきましたが、つくらせていただきましたリーフレットですとか、今

後始まっていくレスパイト事業の課題ですとか運用のこともその都度ご報告をさせていただい

て、ご意見等を承れればと、ご提案させていただきます。 

 具体的に本年度の予定なんですけれども、ちょっと先になりますが、資料10をご覧ください。 

 秋口ぐらい、９月から10月ぐらいに第１回の部会を開かせていただいて、まず最初に、学校

における受入れのガイドラインのほうは、令和３年度のほうから作成が進んでいるというとこ

ろなので、先に学校における医療的ケアの実施について部会で話し合いをさせていただけたら

なと、検討をしていただけたらなと思います。 

 続きまして、冬頃、12月から１月頃に、保育園における医療的ケアの実施に関するガイドラ

インの案についても、同じように連携を取りながら、教育だけではなくて保育のほうも一緒に

お話をお伺いできたらなと思っております。また、２月、３月には第２回目の全体会といたし

まして、勉強会を含めて東京都さんとの事業の進め方等について話し合いをしていけたらいい

なというような、粗々な案で大変申し訳ございませんが、そういったご提案をさせていただき



－ 22 － 

たいと思います。 

 説明は以上です。 

○Ａ会長 ありがとうございます。 

 最初の資料２の関連法規の計画のほうですけれども、通称医療的ケア児支援法、医療的ケア

児及びその家族に対する支援に関する法律ということで、家族の支援も含めた法律という形の

特徴的な法律ができたわけです。従来の児童福祉法の中にあった医療的ケア児の支援が自治体

の努力義務だったのが、医療的ケア児支援法で自治体の責務になりました。それ背景は、住む

場所によって対応が異なるという地域間格差が生じて、実際に裁判も起きてきたということも

あって、この責務と明記したというように聞いておるところですね。 

 それを中核的に担うのが医療的ケア児支援センターなわけですけれども、それについては都

立大塚病院と東京都立小児総合医療センターのほうで担当されるというふうに私は聞いており

ますけれども、本来であればＢ委員にそこら辺の話をお聞きできればと思ったんですけれども、

今日は残念ながらご欠席です。 

 次の９の資料ですけれども、これは個人的にちょっと思っていたんですけれども、よくでき

ているなと思いまして、事務局でつくられた案ですけれども、ロードマップですね。というの

は、こういう取組というのは障害者福祉計画とかにのっていくものですけれども、障害者福祉

計画というのは厚生労働省が指針をつくって、指針に基づき東京都が計画をつくって、さらに

都の計画にもとづいて立川市がつくるわけです。市がつくったものは、都に上げていったとき

に、ちゃんと書いていないじゃないかと言われて突き返されるという話を聞いております。で

すから、かなり縛りがあって、皆さんも努力されているだろうなと思っています。そういう縛

りのある中でこのロードマップという形でうまく計画を組み込んで立てられているなというよ

うに個人的には感じた次第です。 

ここまでで、提案されましたけれども、質問いかがでしょうか。もうちょっとここら辺の中

身について、粗々というふうにおっしゃられましたけれども、少し聞いてみたいこととか、こ

この部分の中にこういう問題点を扱ってもらいたいとかというようなことがありましたら、委

員の皆さんからもお願いしたいと思うんですけれども。 

 お願いします。 

○Ｍ委員 保健所のＭです。 

 不勉強で申し訳ありません。学校・保育園におけるガイドラインの現状を教えていただくの

はとてもありがたいなと思っているんですが、基本はもう国とか都とかでガイドラインもつく
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っていかれるんだと思うんですけれども、立川市さんもおつくりになるんだと思うんですが、

前回のニーズ調査のところでヒアリングされたときに、学校に関すること、保育園に関するこ

ととか、それも紙面に出ておりますが、今実際に当事者の方がお困りになっているあたりのこ

とを十分私も認識できないので、ガイドラインの検討のときに少し教えていただけたらありが

たいかなと思います。 

○Ａ会長 当事者からの発言、意見というのですね。 

○Ｍ委員 当事者からの発言がよろしいのか、ガイドラインを見せていただくと、とてもすて

きなものが見えるんですけれども、当事者の本当に今問題になっていることと合っているのか

なというのを、私の中では不勉強で十分分からず、もし詳しい方がおられたら、この会の場で

も全然結構なので、皆さんが関わる医ケアのお子さんたちとかご家族の方たちが、この辺が課

題だということをその場で教えていただけたら…急にお願いするのも何かなと思いまして。 

○Ｅ委員 前期のときですね、当事者からのお話を聞く会というのをやりまして、そのときに

学校へのご要望とか、通学とか、いろいろな意味合いでの付添いの問題だとか、その辺のニー

ズはそのときにある程度お聞きしていますが、実はそれは特別支援学校の方々であったり児童

発達支援の方々であって、一般の保育園に行っておられる方とか、特別支援学級に行かれる方、

普通学級に行かれる方のニーズというのは、ここではなかったと思います。たから、Ｍ委員お

っしゃるように、そういうニーズというのを拾い上げる仕事というのはやっぱり必要かなとい

うふうに感じます。 

 個人的には、やっぱり各患者さんがいらっしゃるのでよく聞くんですけれども、あとケース

会議も個別にやるんですが、個別性がすごく高くなるので、一般化するようなニーズというの

はなかなか難しくて、数も少ないので、やっぱり個別に対応するのが、特別支援学校というの

は実はすごくいいように見えるんですが、規範化されてしまうので、むしろ私はフットワーク

がいいのは地域の保育園であったり幼稚園であったり学校であったりする、その子がどういう

ふうに楽しく学校に行けるかという工夫のほうが何か実際的な、要するに子供のための教育で

あったり保育であったりそういうのに結びつくような気がしていて、その辺の次年度の希望の

ニーズを聞いて、それに対応していくフレキシビリティーを持ったガイドラインであればいい

のかなというふうにすごく感じています。 

○Ａ会長 ガイドラインに関しては、文部科学省のほうからは、以前だと特別支援学校におけ

る医療的ケアのガイドラインという形だったんですけれども、昨年度出されたガイドラインは

小学校等におけるというような文言に変わってきていて、もう特別支援学校だけじゃないよと
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いうのを文部科学省はすごく訴えているのだなと、時代が変わってきたなと思いますね。例え

ば、今年度の文部科学省の事業には、中学校区に医療的ケアの支援校みたいなのをつくるとい

う研究事業もやっていますので、そうした研究成果を取り入れたり、また保育園のほうのガイ

ドラインに関しては、Ｅ先生のほうで既につくられているものがありますので、そういうよう

な既にあるものをうまく活用していくのが順当なのかなと思っています。まだ私自身がそうい

う立川でつくられるガイドラインを見ていませんので何とも言えませんけれども、そこら辺、

今の段階でお示しできるようなことはありますか、担当のほうで。 

○保育振興担当課長 保育振興担当課長です。 

 保育園での医療的ケアのお子さんの受入れに関するガイドラインは、まだ本当に下案をつく

り始めたところで、昨年度、Ｅ先生にもご助言をいただいて、今現在、公立保育園と、それか

ら先ほどまでここにおられたＹ保育園のほうで医療的ケアのお子さんの受入れをしております。

それ以前からも、随分細々とではありますけれども、個別の対応をしながら保育園で受入れを

していた個別の事例がありますので、そうしたこれまでの受入れを基に、どういった形での受

入れが可能かということも含めて、Ｅ先生のほうからｄ市さんのほうのガイドラインをご紹介

いただきましたので、そちらを参考にしながら、今現在の立川市の状況に合った形に少しずつ

手直しをしながら作成を進めているところです。まだ皆様の目に留められるレベルにまで整え

切れておりませんので、この場でお示しできる時期には少しでも形を整えていけたらと思って

います。 

 ただ、現場では実際に既に受け入れておりまして、これといった形、ガイドラインとしての

形が定まらないままで、その都度その都度そのお子さんの状況を聞き取りながら、それから保

護者の方の就労の状況なども詳しく聞き取りをしながら、そのお子さんに合った受入れをして

きているような状況です。ですので、一律に定めてしまうというよりは、できるだけ個別の対

応で、そしてその受け入れる園の環境をどれだけ整えていけるのかというところからも考えて

いかなきゃいけないと思いますので、そういったところも踏まえた内容にしていけたらと思っ

ています。 

 やはり受け入れるということに関して、経験を積んできている部分もありますけれども、ま

だまだ現場には不安感もありますので、そうした現場の思いなどもきちんと対応できるような

形でサポートするというようなところも含めたガイドラインになればと思っています。 

○Ａ会長 ありがとうございます。 

 テーマとしては今年度のテーマになりますので、今お示しされたらおしまいになってしまい
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ます。検討の時間でして、検討課題とさせていただきます。 

 ちょうど大切な話を今されたと思うんですね。個別性が高いというのが医療的ケアの特徴で

あり、一律の対応はしないという、その方の個に応じた対応をしていくというのは差別解消法

の理念です。また日本小児神経学会が作成した「学校における人工呼吸器使用に関する【ガイ

ド】について」がありますが、元々の名称は「ガイドライン」でした。しかし、ラインを引い

てしまうと一律対応になるということで、ガイドという言葉を使ったというふうなこととか、

やっぱり個別具体的に考えていくという指針としてぜひそういうものを使っていければなと思

います。 

 そういうことで、今年度のテーマとして、この学校・保育園におけるガイドライン策定とい

うのが中心になって取り組んでいく課題ということで、これは先ほどの部会のほうでもテーマ

としていくというふうになると思いますけれども、何かご意見ありますか。よろしいですか。 

 では、以上をもちましてその他に、連絡事項とかありますか。式次第としてはこれで終わり

になります。 

○健康推進課長 そのほかとしましては、次回なんですけれども、秋頃を部会として予定して

おります。決定次第、委員の皆様にお知らせしたいと思いますし、次は部会になりますので、

今のところ学校におけるガイドラインの策定ですので、また会長とも相談させていただきまし

て委員を定めさせていただき、ご依頼を申し上げますので、その際はご出席のほどよろしくお

願い申し上げます。 

 以上です。 

○Ａ会長 本来であれば、ここで部会の委員を決めていくというのも提案したかったところの

ようですけれども、それに至らなかったということで連絡を受けております。 

 こういう医療的ケア児協議会、幾つか私が参加しているというふうな話をしましたけれども、

毎年テーマを決めるんですね。そうしたときに、今年はどのテーマで行こうかなということで

相談を受けるんですけれども、そうしたときに「せっかくニーズ調査を行ったんだから、それ

が原点ではないでしょうか」とお話ししています。それに基づいてこういう課題に取り組んで

いきましょうというふうにしていくのが一番オーソドックスだろうし、説得力があるだろうと

思います。今回は部会のほうではこのガイドラインの取組をしていくということなので、関係

の方たちの協力の上で進めていけたらなと思います。１年後に何らかの成果物が出ることを願

って、今後ともご協力をお願いしたいと思います。 

 では、時間がちょっと早くなりましたけれども、よろしいですか。 
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 ということで、eに代わって私が会長を務めることになりましたけれども、十分なことはで

きるかどうか分かりませんけれども、自分で言うのもなんですけれども、一応知識と経験はあ

ると思っていますので、この立川市のお役に立てればなと思います。今後ともよろしくお願い

します。（拍手） 

○Ａ会長 では、今回は終わりたいと思います。お疲れさまでした。 
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