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令和３年度第２回川崎市医療的ケア児連絡調整会議 会議録 
 

１ 開催日時   令和４年２月１６日（水）午後７時００分～午後８時３０分 
 

２ 開催場所   ソリッドスクエア東館１０Ｆ及びＺＯＯＭによるオンライン開催 
 

３ 出席者    （委 員）石井委員、伊藤委員、浮谷委員、神田委員、児川委員、小林委員、 
小松委員、島田委員、鈴鹿委員、関委員、高山委員、竹下代理委員、 
谷委員、津田委員、土橋委員、中澤代理委員、南端委員、西川委員、 
西村委員、野木委員、萩ノ谷委員、北東委員、御宿委員、山田委員、 
（50音順） 

         （事務局）障害計画課：平井課長補佐、浦担当係長、双津係員 

企画・連携推進課：小島担当係長、林担当係長、渡邉主任、 
 

４ 議題     （１）国・「障害者総合支援法等改正法施行後３年の見直しについて」 
         （２）各局の取組み 
              ・今年度第１回会議後の施策実施状況について 
              ・来年度施策予定について 
         （３）ディスカッション 
 

５ 発言要旨 
 

野木委員（司会） 皆さん、定刻となりましたので、ただいまから令和３年度第２回川崎市医療的ケア児連

絡調整会議を開催させていただきます。 
 夜間の開催とさせていただきましたが、本当に御多忙の中、皆様、御出席いただき、誠

にありがとうございます。 

私は、本日、司会と進行を務めさせていただきます、健康福祉局総合リハビリテーショ

ン推進センターの野木と申します。よろしくお願いいたします。 
         本来は障害計画課の谷が参加を予定しており、司会進行を行う予定でしたけれども、本

日都合により欠席となりましたので、代理を務めさせていただきます。 
         続きまして、委員の御紹介です。本日初めて市役所以外の方で御参加いただいた委員の

方のみ、こちらで御紹介をさせていただきたいと思います。 
         お名前を読み上げたら手だけ振っていただけると助かります。 
         日本医科大学武蔵小杉病院の右田委員が本日欠席でございますが、代理で同病院小児科

医の竹下様に御出席をいただきます。よろしくお願いいたします。 
         それから、川崎市看護協会の堀田委員、本日御欠席でございますが、代理で同協会副会

長の中澤様に御出席いただきます。よろしくお願いいたします。 
         本日、事前に欠席等の御連絡いただいた委員につきましては、配付しております名簿に

色をつけておりますので、併せて確認いただければと思います。 
         本日、本会議の進行についてですが、事務局からの資料説明につきましては、ポイント

を絞って簡潔に行い、委員の皆様から御意見を多く伺っていきたいと思っております。御

理解、御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
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         また、議事録作成のため、本会議を録音・録画させていただきますので、御了承くださ

い。 
         今回、夜間の会議開催でもございますし、時間も限られることなので、開会挨拶は割愛

させていただき、このまま議事に進ませていただきます。よろしくお願いいたします。 
         それでは、次第に沿って進めてまいります。 
         まず、議題に入らせていただく前に、事務局から本会議に関する提案をさせていただき

ます。事務局担当者から説明をお願いいたします。 
 

事務局      事務局の障害計画課障害児福祉担当の浦と申します。本日はお忙しい中、御参加いただ

き、ありがとうございます。 
         事務局から会議に先立ちまして、１点、御提案をさせていただければと思います。 
         こちらの会議ですが、会議後に記録等を作成しておりましたが、そちらについて今後、

川崎市のホームページに掲載していくことを提案させていただきます。 
         既に、東京や神奈川県などは資料や議事録について公開をし、医療的ケア児の取組につ

いて広く周知をするということを既に行っております。川崎市につきましても今回委員の

皆様から御了承いただけるようでしたら、議事録の確定後になりますが、川崎市のホーム

ページに掲載をすることを進めていきたいと思っております。いかがでしょうか。 
 

野木委員（司会） 本件につきまして、何か御質問とか御意見、いかがでしょうか。ありましたら、先ほど

もお話がありましたが、Ｚｏｏｍの中の手を挙げるボタンを押していただけるか、カメラ

に向かって手を振っていただけるか、お願いいたします。 
         土橋先生、お願いします。 
 

土橋委員     議事録の確認はさせていただけるのでしょうか。確認した上で掲載するといった感じで

しょうか。 
 

事務局      ありがとうございます。委員の皆様全員の確認が終わり、記録が確定した以降に掲載す

る流れで考えております。 
 

土橋委員     ありがとうございます。 
 

野木委員（司会） ほかにいかがでしょうか。よろしいですかね。 
         それでは、御承認いただけたと判断させていただきます。 
         本会議の議事録が確定した段階で、市のホームページに掲示をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
         それでは、以後は次第に沿って進めさせていただきます。 
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１ 国・「障害者総合支援法等改正法施行後３年の見直しについて」 
野木委員（司会） まずは議題１、国・「障害者総合支援法等改正法施行後３年の見直しについて」になりま

す。事務局担当者から説明をお願いいたします。 
 

事務局      こちらについて、障害計画の浦から御説明をさせていただきます。今、資料を画面共有

させていただきます。 
         こちらの議題は、医療的ケア児支援に関連する国の動向についての情報提供を行いたい

と考え、次第に入れさせていただきました。 
         それでは「障害者総合支援法等改正法施行後３年の見直しについて」の資料に沿って、

御報告をさせていただきます。 
         今年度、令和３年度が障害者総合支援法の３年毎の改正時期になっておりまして、制度

改正があったとともに、報酬改定が行われております。こういった改正が３年ごとに行わ

れており次回は令和６年度の改定が見込まれておりますが、そこに向け国は既に動き出し

ております。昨年１２月の社会保障審議会障害者部会にて今後の方向性が示されておりま

すので、この点について報告をさせていただこうと思います。 
         資料の中に「障害児支援について」という項目がございまして、その内容が医療的ケア

児の支援にも結びつく事項がありますので、部分的に御説明させていただきます。 
         まず１点目が、児童発達支援センターの一元化という資料をお付けしております。児童

発達支援センターにつきましては、川崎市では地域療育センターがこれに該当します。 
         川崎市の場合、地域療育センターにおいて「福祉型」、「医療型」の児童発達支援事業と

いうものを行っておりますが、国のほうでは、この「福祉型」、「医療型」という今の切り

分けをなくして、一元化した形での児童発達支援事業の実施に向けていく方向を考えてお

ります。 
         また、児童発達支援センターが地域の中核的な事業所というような位置づけにして、更

に発達支援・家族支援機能の強化を図ることと併せて、地域の児童発達支援事業所等の後

方支援等の機能をもつなど、具体的な役割を明示することをうたっております。 
         したがって、今後この議論が進んできますと、本市の地域療育センターの機能について

も、地域に対して、今後どういった支援ができるかという点において改めて議論を深めて

いくという必要が出てくると考えております。 
         もう１点は、児童発達支援事業の法定上の位置づけの変化が語られております。 
         現在、法定の児童発達支援事業というのは１本の事業の中で、事業所ごとに独自の取組

がなされていますが、それが今後、二つに分けていくことが示されています。 
         一つが、スライド５枚目の左側にある「総合支援型」で、複数の支援メニューを複合的・

総合的に行う事業の形態でございます。二つ目が、右側に示されている、「特定プログラム

特化型」です。こちらは、それぞれの事業所の特色に合わせて、どこに力を入れていくか

独自に検討するもので、「健康・生活」、「運動・感覚」等、五つの領域が書かれております

が、それぞれに特化した形での事業所の運営をしても構わないというような形が想定され

おり、事業所ごとに形態を分けていくということが国の中で議論をされております。これ

によって利用者は、事業所の特色を指定情報から、知ることができ、支援内容を確認した

上で、事業所を選んでいくということが可能となると考えております。 
         こういったものが次の令和６年度改正に向けて、今後、具体的に議論されていくものと

思いますので、まず国の今の検討状況ということで御報告をさせていただきました。 
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         こちらについては、以上です。 
 

野木委員（司会） 今の説明について、何か御質問とか、御意見とかありましたら挙手等をお願いします。 
         よろしいでしょうかね。今段階の説明ということになりますので、それでは、御意見は

ないということで、次に進めさせていただきたいと思います。 
 

 

２ 各局の取組み 
    ・今年度第１回会議後の施策実施状況について 
    ・来年度施策予定について 
野木委員（司会） それでは、次に議題２に移りたいと思います。各局の取組みについてになります。 
         ここでは、医療的ケア児支援に関わる本市の各局から本年度の取組み、今後の取組につ

いて御報告をさせていただきたいと思います。 
         次につきましては、各局の報告を行った後に時間を設けたいと思いますので、そこまで

少々お待ちいただければと思います。 
         まずは、健康福祉局の取組について、事務局担当者から説明をお願いいたします。 
 

事務局      健康福祉局の取組について御報告をさせていただきます。今回御報告させていただくの

は計６点ございますので、次第の順番で説明をさせていただきます。浦から１番から５番

までを説明させていただき、６番については、当課の平井課長補佐から御説明いたします。 
         まず１点目です。重度障害者訪問看護サービス等支援事業の対象拡大等について御報告

をさせていただきます。本会議の第１回目で、この制度について今年度拡充したことを御

報告させていただいたかと思います。その結果として、今、どういった状況が生じている

かということをスライドでまとめさせていただきました。 
         上の円グラフにつきましては、左側の黄色の部分が今回、新たに利用時間拡大というこ

とで、拡充した時間数の利用者の数でございます、右側に薄いグレーの色の部分が従前の

９０分未満の利用者の数でございまして、それぞれパーセンテージを示させていただいた

ものです。 
         現在の状況について御提示をさせていただきましたが、時間数の変化がなぜ生じている

かという点については、まだ本市でも精査ができておりませんが、今後確認を進めていき

たいと思います。しかし、月平均の利用回数につきましては、やはり対象等を広げた結果、

昨年度から１５～２５％ほど利用者数は増えているということが分かってきております。 
         後程御説明いたしますが、新しく設置した医療的ケア児・者の支援拠点が個別支援の中

で制度周知を行ったり、今回、制度改正に伴い、訪問看護ステーションの皆さんにも改め

て制度の説明をさせていただきましたので、そういった取組がこの事業の周知に一定の効

果があったものと認識をさせていただいております。 
         ２点目になります。今年度初めて取り組ませていただいた事業で、「喀痰吸引等研修」の

実施について、御報告をさせていただきます。 
         前回のこちらの会議でも、委員の方から御意見等をいただきましたが、障害児支援事業

所向けに喀痰吸引研修、３号研修を今年度初めて実施をさせていただきます。３号研修の

概要でお示ししておりますが、３号研修全体では「基礎研修」、「講義・シミュレーション」

及び「演習・実地研修」が必要となってございますが、今回本市では、「実地研修」を除く
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部分について委託事業という形で実施いたします。 
         会場としては、市立看護短期大学で場所を確保させていただき、現在受講者の募集を行

っておりまして、実施については来月、３月に予定しております。 
         現在は定員に少し満たない人数ですが、応募をいただいている状況でございます。本研

修につきましては、今年度初めて実施するものとなりますが、引き続き来年度についても

実施をしていく予定でおります。 
         ３番目です。こちらも本市で初めての取組となります。「医療的ケア児等支援者養成研修」

の実施について、御報告をさせていただきます。 
         この研修につきましては、国が一定程度の基本プログラムを設定しておりますが、本市

で実施する研修につきましては、本市の独自事業や、地域資源について、内容を追加して

実施することとしており、大体１５時間程度の内容として研修を企画しました。 
         なお、研修自体は、２日間集合研修での実施を予定しておりましたが、このコロナ禍と

いう状況がございますので、動画配信に切り替えて受講予定者の皆さんに映像をお届けす

る形で実施を予定しております。 
         この研修につきましては、医療的ケア児に関わる地域の保健・医療・福祉等、各分野に

おいて医療的ケア児に携わる方、今後携わることを検討している方を対象とし、支援力向

上・スキルアップを目的にしておりますので、幅広く受講者を募集させていただきました。 
         当初の集合研修での募集については、定員４０名で募集をかけましたところ、５０名弱

ぐらいの方に御応募をいただきました。 
         次に、こちらは本会議第１回で御紹介をさせていただいた、今年度４月に新たな医療的

ケア児・者の専門相談窓口として設置しました「医療的ケア児・者等支援拠点」の相談実

績について、簡単に御報告をさせていただこうと思います。 
         スライド１０枚目は、前回の会議で資料としてお出しした本支援拠点のチラシになりま

す。北と南に１か所ずつ、全市で２か所設置をさせていただいて、今年度動いているもの

になります。 
         スライド１１枚目に、今年度の実績として、４月から１２月の相談実績を数値としてま

とめさせていただきましたので、簡単に御報告をさせていただきます。 
         相談者数につきましては、開設時点の相談件数が、南部は新規開設のため０となってご

ざいますが、北部が２５となっております。これにつきましては、支援拠点の相談員にな

った職員が、昨年度まで委託の相談支援センターの相談員だったためであり、今年度、拠

点に切り替わる段階で、医療的ケアのあるお子さんたちは引き続き相談という形で持って

いただいたということで、年度頭に２５件からスタートをしております。 
         終了の部分につきましては、支援拠点が初回に御説明をしましたとおり、継続して相談

を受けるというよりは、ある程度安定を見たところで一旦、相談を終了するという形での

相談体制を取っているため、記載をしております。 
         下段のほうにつきましては、御相談に入ったときの相談主訴について記載せていただき

ました。ちなみに、この相談者の数ですが、本支援拠点につきましては、医療的ケア児・

者のどちらも相談を受けるということにしておりますが、本会議は医療的ケア児への支援

を考える会議としておりますので、児童年齢のお子さんたちの数値をピックアップして、

今回、提示をさせていただいております。 
         次にスライドの１３枚目になります。訪問看護ステーションに対する医療的ケア児・者

の実態把握について御報告をさせていただきます。これにつきましては、前回の会議で令
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和２年度に実施したものについて御報告をさせていただいておりますが、今年度の夏にも

同様の形で実施をしておりますので、こちらについての速報値という形で御報告をさせて

いただこうと思います。 
         調査対象については昨年度と同様に、今回もこの四つの医療的ケアを必要する方を対象

にさせていただきまして、調査年齢については、０歳～６５歳未満という形で実施をさせ

ていただいております。 
         昨年と同様に、８月の実績に基づき提出をいただいた訪問看護情報提供書を活用して、

情報収集をしておりまして、今年度把握した方というのが１２４名、うち医療的ケア児が

６７名、医療的ケア者が５７名という形での把握となってございます。 
         こちらが年齢別、居住区別に分けさせていただいた結果でございます。まだ、こちらも

数字のほうを把握させていただいた段階ですので、昨年度の結果と比較を行う段階まで来

ておりませんが、今回は結果としてお示しさせていただいておりますので、ご確認をいた

だければと思います。 
         続きまして、スライド１４ページの御説明をさせていただきます。このページからは、

来年度に向けた現時点での案となります。あわせて、予算の議決を今回の議会で下ろしま

すので、その点について、御理解をいただけたらと思います。 
         では、御説明をさせていただきます。前回のこの連絡会議でいろいろ御意見をいただき

まして、事業所様向けの支援についてお話をさせていただいたところです。 
         その内容についてですが、その間の検討の課題としまして、まず（１）について、運営

上の事業所様の課題としまして、医ケア児の数自体が少なく個別性が高いことから、職員

の確保が困難だという話を伺っておりました。あわせて、体調が安定しない子も受け入れ

ていただいている中で、突然の欠席により給付費の収入が安定しにくいという話も伺って

おりました。 
         この点に対しまして、重心を受け入れるというように指定されております事業所におい

ては、看護師の配置に関わる補助を実施していきたいというふうに考えてございます。 
         具体的には、一定の基準を設けまして、医ケア児の受入実績に応じて、事業所単位での

補助というのも考えているところでございます。 
         ２点目といたしまして、開設時、いざ事業所を開設する際の対応案になります。設備や

備品等に、一般の事業所に比べより費用がかかるといった話を伺っておりました。つきま

しては、事業所の新規開設であったり、定員の増員に関わる補助について検討していると

ころでございます。 
         具体的には、三つのパターンがあると考えております。一つ目は、新規で開設するパタ

ーン、二つ目は、多機能型へ転換するパターン、例えば放課後等デイサービスのみを行っ

ている事業所様が、児童発達支援も行うといったケースを想定しております。三つ目は、

事業所自体も定員を増員していくパターンになります。 
         １４ページ目に書いてありますとおり、事業所は日中活動の場を提供されている重心児

を対象とした施設というところでございます。 
         １枚おめくりいただきまして、次が支援ネットワークの構築について、現状、川崎市に

おきましては、支援拠点が設置され、病院様や各支援機関、保護者様からの御相談を受け

付ける窓口が開設されました。 
         一方で、今、例えば入園ですとか、入学、進学、御兄弟の学校行事とか、冠婚葬祭等、い

ろんなライフイベントが発生するたびに御相談を受けて、支援拠点のほうでも一生懸命そ
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の対応をするために、都度、調整を図る状況がございます。 
         そうした中で、やはりあらかじめお子さんの数も少ないということから、一定程度、連

携を務める体制を構築していく必要があると考えております。その都度、手探りで調整す

るのではなく、各地域にいるお子さん個々の状況を把握した上で、対応していく形が望ま

しいと考えている次第です。 
         つきましては、対応策といたしまして、病院さんや在宅医さん、訪看さんとの連携会議

の場などを設けさせていただいたり、一方で生活支援機関として療育センターや各福祉サ

ービス事業所等が顔の見える関係をつくるような場の設定を行うことができればよいと現

在、検討をしているところです。 
         健康福祉局の御説明としては、以上でございます。 
 

野木委員（司会） ありがとうございました。 
         それでは、続きまして、教育委員会事務局の取組みにつきまして、学校教育部指導課、

髙山委員から御説明をお願いいたします。 
 

髙山委員     皆さん、こんばんは。教育委員会事務局、髙山でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 
         お時間を少し頂戴しまして、今年度の市立学校等における医療的ケア支援につきまして、

今年度の取組みの御報告をさせていただきます。 
         資料を御覧ください。大きく学校取組を特別支援学校と、それから地域の小中学校等に

分けて、医療的ケアの支援を今年度も実施させていただきました。 
         川崎市教育委員会でございますので川崎市立の小中学校、それから特別支援学校の実施

状況についての御報告とさせていただくことを御了解いただければと思います。 
         まず、左側に書いてございます、田島支援学校、それから田島支援学校桜校につきまし

ては、対象のお子さんそれぞれに学校の看護師さん等が医療的ケアを適切に実施をしてい

るところでございます。 
         それから、小中学校等におきましては、そちらに記載してございますように、小学校１

２校、それから中学校では４校、中央支援学校では２名、中央支援学校の小学部では分教

室に１名、対象のお子さんがいらっしゃいましたので、内容といたしましては主治医の指

示に基づいて、学校で安全に実施できる医療的ケアを実施してきたところでございます。

詳しい具体的な医療的ケアの内容につきましては、表を御覧ください。 
         そして、実施者等につきましては、表に書いてございますように、訪問看護ステーショ

ンの看護師さんに多くのお力をお借りして、安全に実施してきたところでございます。 
         今年度は、昨年度に引き続き、コロナ感染というところのリスクを看護師さんに背負っ

ていただきながら、それぞれの学校の医療的ケアが必要なお子さんに本当に丁寧に関わっ

ていただきまして、安全に無事に実施をしていただいたところでございます。 
         支援体制というところにつきましては、主に看護師さんを支える体制であったり、それ

から医療的ケアの実施の内容を皆さんで共有する場というところで書かせていただきまし

た。中でも、主治医様との連携というところは、今年度、非常に大きく力を入れさせてい

ただいたところでございます。 
         それから、少し下のほうに見えないところがございますけれども、看護師連絡会という

ところで、田島支援学校に勤務している学校の看護師につきまして、主治医の先生である
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とか、それから指導医、田島支援学校の医療的ケアの実施状況を観察していただきまして、

それにつきまして指導・助言を行っていただくといったことも、併せて看護師さんを支え

ていく体制として、今年度は力を入れてきたところでございます。 
         資料、次にお願いいたします。 
         今年度の取組の中から拾い出した課題というところで、大きく四つほど項目を掲げさせ

ていただいております。 
         まずは、看護師さん、それから医療的ケアを実施する実施者の確保というところは、非

常に大きな課題となってございます。 
         二つ目としては、医療的ケアの内容がこのところ非常に多岐にわたっていたり、高度な

医療的ケアが必要なお子さんもいらっしゃったり、それから、三つ目に書かせていただき

ました、気管カニューレを挿入されているお子さんの抜去についても、最近になり出てき

た対応になってございます。 
         三つ目といたしましては、いろいろなところのお力を借りなくてはいけないなというと

ころがございまして、ほかの局様であるとか、病院様、それから専門職の方との連携がよ

り一層必要である医療的ケア児が多く在籍している学校がありますので、その辺りの連携

というところも課題として今年度は見いだしたところでございます。 
         それから、四つ目に、新しく医療的ケア児の法案が施行されました。そういう関係もご

ざいまして、保護者様の負担軽減であるとか、付添い期間の問題であるとか、そういうと

ころもこれから考えていかなければならない課題であるということで、改めましてこれま

でも課題として取り上げさせていただいたところではございますけれども、来年度以降、

一つ一つ解決に向けて取り組んでいきたいと思っております。 
         吹き出しのところにも書かせていただいたのですが、教育だけでは解決できない課題が

非常に大きいので、また、皆さんと課題を共有させていただく場面を作らせていただきな

がら、医療的ケア児のお子さんが学校で安全に教育活動を受けていただけるように、体制

を整えてまいりたいと考えております。 
         以上でございます。 
 

野木委員（司会） ありがとうございました。 
         続きまして、こども未来局の取組みについて、御説明いただいた後で、皆様方から御質

問、御意見をいただきたいと思いますので、こども未来局の取組みについて、児川委員か

ら御説明をお願いいたします。 
 

児川委員     保育事業部の児川です。よろしくお願いいたします。 
         こども未来局の取組みについて御説明させていただきます。パワーポイント１枚目にな

りますけれども、まず、医療的ケア児の保育所における受入でございますが、２８年度か

ら医療的ケアが必要な未就学の子供たちにつきましては、経管栄養、喀痰吸入及び導尿が

必要なお子さんで、ほかに重篤な症状がなく、主治医から集団生活が可能と診断された児

童について、公立保育園の各区１か所、センター園７園において若干名受入れをしており

ます。下の表が、これまでの受入状況になっております。 
         受入れに際し、医師会保育園医部会健康管理委員会担当の先生方から御助言をいただき

ながら進めているところでございます。医療的ケア児を受け入れているセンター園には、

配置されている看護師がケアに当たっており保育士によるケアは行っておりません。日常
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のケア以外の保育については保育士が行っており、看護師が不在のときには、区にいる看

護師、ブランチ園の看護師が対応をしているところでございます。資料の２枚目になりま

す。医療的ケア児受入に向けた今後の取組についてでございます。先ほどのお話にあった

ように、支援法についての内容でございまして、２８年度から取組を進める中で、場の拡

充について検討したところで各区１か所というところではお子さんにとって２か所目を選

びたいときに、区を超えてしまうというところもございますので、場の拡充をしていこう

と検討してまいりました。 
         今、議会で予算要求しているところでございますが、今までは、センター園７か所だっ

たところを、ブランチ園の拡充をしていく予定です。各区に２か所あるブランチ園のうち

１か所、来年度はブランチ園 7 園において実施していく予定でございます。ただ、看護師

の確保等で民間保育園のほうに進めていくというところまでは、まだ至っておりませんの

で、当面は公立保育園で受入れを実施し、研修等は民間保育園さんにもお伝えしながら、

公立でやっている医療的ケアというものをお伝えしながら、理解をしていただくことも進

めてまいりたいと思っております。 
         下の四角のところに書いてある部分は、入所をしていないお子さんについてのレスパイ

ト的な支援というところになりますが、１番目のところには、環境が整った園から、体験

保育や小学校への接続を踏まえた入所はしていないが、年長さんで医療的ケアのお子さん

で、次に小学校に行く前にというところで、親子同伴にはなりますけれども、集団経験の

場を提供していきたいと考えております。 

         ２点目は、今、市内に川崎区と中原区に保育・子育て総合支援センターをセンターの建

て替えとともに設置しているところですけれども、そこでは一時預かり保育を実施してお

ります。 
         その場を活用して、短時間のレスパイト的な預かり等もケアの状況にもよりますが、実

施ができると保護者の負担軽減にもつながるのではないかと考えており、これから検討を

進めてまいりたいと思っております。 
         ３点目は、保育園に限らず、切れ目のない支援に取り組む必要があるため、健康福祉局

や教育委員会事務局との連携によって、こういった施策を推進していきたいと思っており

ます。 
         こども未来局保育事業部の報告は以上になります。 
 

野木委員（司会） ありがとうございました。 
         ここまで、健康福祉局、教育委員会、こども未来局からの取組の説明がございました。 
         本件につきまして、御意見、御質問等ありましたら、挙手等をお願いいたします。 
         いかがでしょうか。それいゆさん、お願いいたします。 
 

小松委員     地域相談支援センターそれいゆの小松と申します。お願いします。 
         こども未来局さんに少し御質問です。今、私が担当している方で、酸素吸入の方である

とか、人工呼吸器を装着されている方で保育園を御希望されている方が数多くいらっしゃ

います。お母様たちからは、御相談しても対象外ということで、その先に進めないという

ようなお話が多くあるのですけれども、御相談の段階で今、どのぐらいの方が御希望され

ているか、人数の把握はされていますでしょうか。 
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児川委員     先ほどの資料の１枚目のところで相談の件数が書かれているのですが、今、手持ちには

ないですが、入所の相談の中で酸素吸入というお子さんももちろんいらっしゃいます。 
         今、ケアの拡充につきましては、三つのケアというところに限らせていただいていると

ころではございますが、ケアの拡充についても検討が必要であるというところは、課題と

して認識しておりまして、こちらにつきましても、医師会等の御助言をいただきながら、

環境等を整えて、安全に実施できる方法等を検討していくという方向で考えております。 
 

小松委員     ありがとうございます。やはり、酸素吸入で定型発達のお子さんが、やっぱり御本人の

お友達と遊びたいといった要望や、保育園に行きたいといった要望をこちらに伝えてくる

お子さんが多くいらっしゃいます。ぜひ、皆さんと協力して、お子さんが望む形の生活が

送れればいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 
 

野木委員（司会） ありがとうございました。 
         ほかに、御質問、御意見等ございますでしょうか。 
         引き続きまして、ソレイユさん、お願い致します。 
 

浮谷委員     ソレイユ川崎の事務次長をしております、浮谷といいます。よろしくお願いします。 
         今回の議題に合った内容ではないのですけれども、短期入所のことについてどなたに伺

ったらいいか分からないのですが、短期入所の実際の受入れについて、皆さん、どんな感

じの実績があるのかというのをお聞きしたいです。ソレイユ川崎に御希望がある方等のニ

ーズや数はこちらでも把握できているのですが、ソレイユ川崎ではコロナの影響もあり、

毎月、４、５０名の方が申込みいただくものの、実際、受入れをできているのは１５名や

２０名ぐらいの御案内しかできておらず毎月お断りをさせていただいている現状があるの

で、実際、どの程度、受入れの幅があるかといったところも含めて、ニーズや数の把握を

されているのかと、実情はどうなのかといった点を伺えたらと思うのですが。 
 

野木委員（司会） ありがとうございます。どちらでお答えしますか。 
 

事務局      障害計画課の平井と申します。 
         短期入所につきましては、現在、私どものほうで多摩病院さんと川崎病院さんにお願い

をして、ショートのほうは、対応していただいているところです。 
         毎年、報告書をいただいておりますが、本日はその報告書を手持ちで持っていないため、

改めて実績等につきましては別途御連絡させていただけたらと思っております。 
 

野木委員（司会） それでは、今の御質問に関しては、後日、必ず報告させていただくと。 
         続いて、土橋先生、お願いします。 
 

土橋委員     今の御質問に関して、川崎病院では、今年度は１３患者さんだけです。だから、とても

数が違うなというのは、正直、思うのですが。コロナ前は、１年間で２５人から３０人ぐ

らい、対応していたのですけれども、ここのところかなり半減以下という状況が続いてい

ます。 
         一応、実績ということで、今、希望される患者さんも今年度１３回レスパイトを入れて
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いますけれども、その中の実際の数は５名という感じです。そのため、毎回同じ方が御希

望されて受けているといった形にはなります。 
 

野木委員（司会） ありがとうございます。 
         拠点のほうで相談を受けている中で、ショートに関して本年度の傾向みたいなものはあ

りますか。 
 

事務局      総合リハの小島です。 
         ショートに関しましては、今、土橋先生からおっしゃっていただいたように、コロナの

影響もあり、あまり多くの人が申し込んでこない状況です。また、同じ方が毎月、申し込

んでくるといった状況です。 
         一つ課題であると考えていることは、緊急時のショートで非常に苦慮するケースが、こ

れから１月にかけて何件かあり、それいゆ小松さんにお願いして多摩病院に受入れていた

だいたといった、そのような状況で相手はいるけれども、緊急対応にはならないといった、

課題が見えてきたと思っています。 
 

野木委員（司会） ありがとうございます。 
         もう１か所、拠点それいゆさんのほうで、付け足しで何かありますか。 
 

小松委員     同じく、やはり緊急の方たちの受入先がないということで、定期的なショートステイだ

けではなく、介護者の方が倒れてしまったりとか、入院しなければいけないような特に利

用できるところがありません。 
         ソレイユ川崎も枠がなく、ほとんど緊急枠もいつも回っていて使えない状況なので、今

後、その方たちからの御要望が拠点に入ったときに、どのようにすればいいかということ

が課題となっています。 
         一言ここから質問なのですけれども、今後、少し拡充等を川崎市のほうで考えていらっ

しゃることがあれば教えてください。 
 

野木委員（司会） ショートの拡充について、回答をお願いします。 
 

事務局      すみません、御指摘ありがとうございます。 
         ショートの拡充につきましては、まだ具体的に検討できている部分はございません。現

在、多摩病院さん、川崎病院さんにお願いしている中で、今後、まずは現状を確認した上

で、必要性等について考察していく必要があると考えております。 
          
野木委員（司会） ありがとうございます。 
         病院局さんに振ってしまってもよいですか。関さん、病院局さんのほうで、その辺、何

かお考えになっているところございますでしょうか。 

 
関委員      聞こえますでしょうか。前回、欠席させていただきました。すみませんでした。 
         医療的ケア児の短期入所につきましては、本日、実は土橋先生ともお話をさせていただ

きまして、現状の川崎病院の稼働状況、受入状況について確認させていただいたところで、
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具体的には今後、どうしていくか、健康福祉局さんも含めて検討させていただければと考

えております。 
 

野木委員（司会） ありがとうございます。 
         以前からショートの重要性や、緊急性については課題となっているところでございます

ので、健康福祉局、それから病院局さんのほうで、早急に改めて整理をしていきたいと思

います。 
         そのほか、御質問、御意見ございますでしょうか。 
         土橋先生、お願いします。 
 

土橋委員     すみません、今の件で、当事者として病院のほうも一緒に会議に出ていただけるとうれ

しいなというのが、それいゆ（地域相談支援センター）さんも、おそらく色々と御意見が

あると思います。僕らはそういったような現状も分からないので、健康福祉局と病院局と

いうのも分かるんですけど、病院もその中に交ぜていただくと、それいゆ（地域相談支援

センター）さんも含めて、よいかなと思います。 
 

野木委員（司会） ありがとうございます。では、その旨、報告させていただいて、そのような形で進めら

れるようにしたいと思います。 
         そのほか、いかがでしょうか。 
         御宿先生、お願いいたします。 
 

御宿委員     途中から入ってきて、すみません。 
         １２ページの一番下の医療的ケア児が６７名、医療的ケア者が５７名と、ケア児という

のは１５歳以下ということですか。ケア者というのは、２０歳以上は入っていないのです

か。どういった数字でしょうか。 
 

事務局      事務局のほうから返答させていただきます。 
         医療的ケア児のほうにつきましては、１８歳というところで切らせていただいています。

０歳から１８歳未満の方を医療的ケア児としてカウントさせていただいて、それ以上の方

については、者ということでカウントをさせていただいております。 
         第１回でお出しをしました、昨年度の結果もそれと同様の形で児と者で人数をお出しし

ております。 
         以上です。 
 

御宿委員     すみません、いいですか。 
 

野木委員（司会） お願いします。 
 

御宿委員     先月、県の母子保健の成育医療センターの五十嵐先生の講演では、令和２年度厚労省調

査で、在宅での医療的ケアが必要な子供、０歳から１９歳、これは全国で１万９，２３８

名、川崎が１００分の１としても、何か数が合わないような気がして、しかも人工呼吸管

理の必要な子供、これに年齢は書いていないのですけれど、全国で５，０１７人、例えば
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医療的ケア児が６７名というのは、もし地域で連携するためにはちゃんと名簿、個人情報

との関わりがちょっと厳しいかと思うのですが。名簿とかを作って、ちゃんと分かるよう

にメール化したほうがいいような気がするのですけれど、そうすると連携がしようがない

のではないですかと思って手を挙げさせていただきました。 
 

事務局      事務局のほうから、お答えをさせていただきます。 
         まず、医療的ケア児の数についてですが、前回もお伝えしましたとおり、川崎市でも医

療的ケアは特に重い方からしっかりと把握をしていかなければいけないというところで、

今回、調査対象を絞って調査をさせていただいておりますので、広範囲で考えている医療

的ケア児として考えますともっと人数はいらっしゃるというように認識をしております。 
         また、この調査につきましては、訪問看護ステーションさんに情報提供をお願いしてお

りまして、一つの縛りとしまして、保護者の方が市に情報を出してもいいよという了解を

得た方について集めさせていただいてございます。 
         そのため、必ずこれだけでも全部が把握できているとは考えておりませんが、昨年度の

結果についても川崎市のほうでありますので、川崎市と今年度で変化があった方でも、逆

に医療的ケアがあった方から亡くなった方が抜けていることもありますし、新たに医療的

ケアが必要な方が増えるということもございますので、そういった中で把握を進めていこ

うというふうに考えております。 

         以上です。 
 

野木委員（司会） よろしいでしょうか。 
 

御宿委員     ありがとうございました。 
 

野木委員（司会） ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。 
         北東先生、お願いいたします。 
 

北東委員     すみません、聖マリアンナ医大小児科の北東ですけども、聞こえておりますでしょうか。 
今、御宿先生がおっしゃったことともちょっと関係があるかなと思うのですけど、医療

福祉局のほうで医療的ケア児支援ネットワークの構築を推進していくというふうなことが

１５ページに書かれていて、連携しましょうとか協議をしましょうということが書いてあ

るのですけども、やっぱり今、御宿先生がおっしゃったように個別の患者さん、特に今、

小児関連でいくと５０人ぐらいしかいないのであれば、その人たち、個別のどういう状況

なのかということを全体で把握しておけるような仕組みにしておいたほうがいいのかなと

思うのですけども、特にこのアンケートに答えてくださった方々が情報提供を容認してく

ださっているのであれば、そこはそんなに難しくないんじゃないんかなと思うのですけど

も、ぜひこれはやっていただけるとありがたいです。 
 

事務局      北東先生、ありがとうございます。私どもも今、先生から御指摘いただいたような形で、

地域でＡ君がいるよね、Ｂ君がいるよねというところを把握した上で、いろんな福祉サー

ビスがアレンジしていけるとよいのではというふうに考えているところでございますので、

今後、具体的なこの点の進め方等につきましては、また御相談させていただけたらと思い
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ます。よろしくお願いします。 
 

野木委員（司会） ありがとうございます。島田委員が手を挙げていましたでしょうかね。 
 

島田委員     すみません、聞こえますでしょうか。幾つかあるのですけど、まず一つは学校でのケア

なのですけれども、色々なところを取り組んでいただいて、少しずつ進んできていると思

うのですけれども、昼のお薬が飲めないというのがまだ続いていて、例えば、県立であれ

ば与薬をしてくれるのですけれども、お薬が飲めないので、放課後デイに来た途端に昼の

お薬を飲んでもらっているような現状があるのですけれど、そのお薬の投与というのは同

じ定期の薬であってもできない状況が今後も続いていくのかということが一つです。 
 

野木委員（司会） まず一回、そこで切ってもよろしいですか、では。 
 

島田委員     はい。 
 

野木委員（司会） それでは、髙山委員、お願いいたします。 
 

髙山委員     ありがとうございます。服薬に関しましては田島支援学校及び養護学校のほうでは看護

師が常駐しておりますので、そこで定時薬であれば対応している状況であると認識してい

ます。 
小中学校のほうにつきましては、医療従事者がいないということもありまして、今現在、

川崎市のほうでは服薬については、御自分で飲めるお子さんについては御自分で飲んでい

ただくというようなことで保健室の養護教諭の先生を中心に見ていただいているというこ

とになっているはずですが、服薬できていないお子さんは小中学校でしょうか。 
 

島田委員     いえ、田島支援学校です。 
 

髙山委員     看護師のほうが、例えば、経管栄養のところにお薬を入れるとか、あるいはお口から取

れるお子さんであれば、そのような形でお口からというのは看護師のほうで対応している

と思っていたのですが。 
 

島田委員     こちらもできていないので、放課後デイに来てからすぐ薬というような形に今なってい

るのですけれども。その辺、もし可能であるということであれば進めていただけるとうれ

しいなと思うのですけれども。 
 

髙山委員     では、学校のほうに確認をしまして、対応できる部分は早急に改善していきたいと思い

ます。ありがとうございました。 
 

野木委員（司会） 続きまして、お願いします。 

 
島田委員     研修についてなんですけれども、三号研修、川崎市のほうでも取り組んでくださってと

てもうれしいと思っているのですが、三号研修は多分、指導看護師の研修もセットでない
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と事業所で指導する者が増えていかないので、もし今後もまた続けていただけるのであれ

ば、指導看護師の研修も合わせてセットでお願いをしていければなと思っています。やは

り看護師が変わってくると、新しい看護師にも指導看護師の研修を受けてもらわなくては

いけないので、合わせて考えていただければというのが一つと、あと今年は医療的ケア児

の支援者研修をしていただいて、医療的ケア児のコーディネーター研修はどのようになっ

ているのでしょうか。 
 

事務局      研修のことについて、御報告をさせていただきます。医療的ケア児のコーディネーター

養成研修につきましては、川崎市では令和元年度に一回実施をしまして、その後、コロナ

の影響等により止まっている形となっておりますが、来年令和４年度に研修を実施する予

定でおります。ただし、令和元年度の実施の際と比較し、対象者や内容等について、再度

精査が必要であると考えておりますので、今その点について検討中となってございます。 
 

事務局      すみません、三号研修の件でございます。指導看護師さんの養成ということで御指摘あ

りがとうございます。今回、実はそういった側面もあるというところはヒアリングを通し

てお伺いはしていたところです。ただ、今年度につきましてはどれぐらいのニーズがある

のかというところも含めまして、モデル的に３月に実施をいたしてまいります。来年度に

向けましては今、島田委員から御指摘のあった部分も踏まえて検討していきたいと思いま

す。以上でございます。 
 

野木委員（司会） ありがとうございます。 
 

島田委員     よろしくお願いいたします。 
 

野木委員（司会） 島田委員、続きまして、まだ質問はございますか。 
 

島田委員     大丈夫です。 
 

野木委員（司会） ありがとうございます。ほかの皆さん、質問、御意見はいかがでしょうか。それでは、北

東委員、お願いいたします。 
 

北東委員     すみません、度々。こども未来局の取組に関して、ちょっとお伺いしたいのですけども、

医療的ケア児の保育所への受入れについてなんですが、これは入所相談が２０件ぐらいあ

って、入所者が８名ぐらいということで、残りの人は断られているというふうになってし

まうと思うのですけど、これはどんな感じで選定されているのでしょうかね、入っている

人は。 
 

児川委員     すみません、相談数と入所申請数は違っておりまして、相談した方が全て入所の申請を

しているところではないんです。介護休暇とか、育児休暇を延長するに当たり、保育園に

入所できないというような理由が欲しいというような場合も非常に多くございまして、本

当はもちろん入所できれば仕事を続けるということが、復帰するということになってくる

と思うのですけども、非常に状況が厳しいお子さんにつきましては、相談があるけれど初
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めから入所はそこまで可能とは思っていないようなケースもございます。あとは、本当は

復帰したいのだけれども育児休暇を延長したり、介護休暇を取っていて、あとは自宅にて

リモートでお仕事を続けるというようなところで入所ができないというケースももちろん

含まれていますが、この数全てが保育園の入所を申請したという数と一致しておりません。

もしその数が必要であれば、後日出させていただきたいと思っております。 
 

北東委員     ありがとうございます。具体的にというか、何割、合格率ではないですけど、どれくら

いでしょうか。 
 

児川委員     すみません、全部の年が記憶になく、昨年度は２名が健康管理委員会で入所不可となっ

たと記憶しております。すみません、御宿先生のほうが記憶が正しいかもしれないですが

たしか２ケース不可というケースがございました。入所は今８名入っておりますけれども、

継続のお子さんもいらっしゃいましたので何割というか、その年にもよるのですが、たし

か去年は新生児が三人入っているというところになっております。若干名となっています

が、入っていない区もあり、２名入っているところもあったりとバランスも少し毎年違っ

てくる部分もあります。その年によって人数が少ないので割合でいうとなかなか難しいの

ですけれども、去年はたしか２ケース入所不可というところで健康管理委員会にて審議を

した覚えでございます。すみません。 

 

野木委員（司会） それでは、御宿先生、お願いいたします。 
 

御宿委員     すみません、数字は私もちゃんとは覚えていませんけれど、たしか医療的ケア児の申請

が４、５名あって、２、３人ぐらいしか受けられなかった、半分ぐらいはお断りしたと思

っております。この表なのですけれど、皆さん今見ていらっしゃると思いますが、この入

所数というのは在園数で、その年に入園した人の数ではないですよね。 
 

児川委員     そうです。 
 

御宿委員     今いる人だから、その年に８名入園するわけじゃないですよね。 
 

児川委員     そうです。継続も含め、お子さんの在園している人数です。 
 

御宿委員     そうすると、この書き方がその年に何人入ったかって書かないとおかしいですよね。そ

れ両方書かないと。 
 

児川委員     そうですね。 
 

御宿委員     書いてください。 
     あと、それからやっぱり入所希望申請書を出した数を書くのが正しいと思いますけど、

私たちにとっては。お願いします。 
 

児川委員     はい。 
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御宿委員     すみませんけど、お忙しいところ。 
 

児川委員     資料の差し替えが必要であれば。 
 

御宿委員     必要だと思いますので、すみません。 
 

児川委員     事務局を通して、資料を差替えさせていただきます。 
 

御宿委員     よろしくお願いします。ごめんなさい、お忙しいところ。 
 

児川委員     よろしくお願いいたします。 
 

野木委員（司会） ありがとうございました。 

 

北東委員     ありがとうございました。もうちょっといいですか、今の話で。 
 

野木委員（司会） お願いします。 
 

北東委員     僕、大学病院なので早産時の子とか、いわゆる医ケアの子をそれなりに見ていて、呼吸

管理をしている人とかを見ているわけではないのですけども、やっぱり親御さんに保育園

に入所する年齢といったことについて、こちらから市に相談すると何かやってくれるよみ

たいな話を積極的にしてしまっていいのか。やっぱりここで話を聞くと、まだ難しそうな

のかなんて思ったのですけども、どんどん話をしちゃってもいい感じなのでしょうか。教

えてもらえますか。 
 

児川委員     どんどん話をという御紹介は、保育園に入れますよというような御紹介ですか。 
 

北東委員     入れますよというのはなかなか、もちろん難しいと思うのですけども。 
 

児川委員     公立保育園で受入れを行っているということも全ての方に情報が伝わっていないので、

ぜひ伝えていただきたいと思いますし、看護師がケアを行っているということ、それから、

今回ブランチ園もというところもお伝えいただけるとよろしいかなというふうに思ってい

ます。情報が伝わっているほうが、よろしいと思っています。 
 

北東委員     ありがとうございます。そのようにさせてもらいます。 
 

児川委員     よろしくお願いいたします。 
 

野木委員（司会） 土橋先生、よろしいですか。お願いします。 
 

土橋委員     今の件で、入所されている方はどのような医ケアか、人工呼吸器なり気管切開なり、胃
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ろうなりとか分かると、やはりうれしいのと、どこにその保育園があるかも正直分かって

いないところもあるので、そういうところも細かくお伝えいただけるといいかなと思いま

す。ちょっとこういうものをもらったのですけれど、多分島田さんとかが書いていらっし

ゃる。そういった保育園について等は載っているのですか。 
 

児川委員     すみません、そちらの発行場所がちょっとどちらかが分からないのですけど。 
 

土橋委員     豊かな地域療育を考える連絡会というところです。 
 

児川委員     多摩区の方がつくっていらっしゃる。 
 

土橋委員     そうです。 
 

児川委員     今年度でしたか、そちらの方とお話をして、次の改訂のときに載せるというお話で私の

方で対応しました。 
 

土橋委員     これ、すごいんですよ、色々な情報が載っていたので。分かりました。どこの保育園が

受けられるのかとかも、やはり病院とかも情報を知りたいですし、どこまでできるのかと

いうのも、やっぱり細かい情報をもうちょっと教えていただけるとうれしいかなと思いま

した。 
 

児川委員     分かりました。そういったデータについてもこの会議を終わってから、事務局を通して

送付させていただきたいと思います。 
 

土橋委員     ありがとうございます。 
 

児川委員     すみません、ブランチ園の拡充については議会終了後じゃないとお伝えできないという

ことがございまして、３月末にお伝えできればと思いますよろしくお願いいたします。 
 

土橋委員     拡充というのはごめんなさい、園が増えるということですか。 
 

児川委員     そうです。現在やっている園については特に変更はないですけれども、来年度は７か所

増やそうとしているところではありますが、園名を公表するのはその後になるかと思いま

す。現在のところをまずお伝えさせていただいて、更新させていただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 
 

野木委員（司会） ありがとうございます。手が挙がったのはソレイユさん。お願いいたします。 
 

浮谷委員     すみません、ソレイユ川崎に併設している、それいゆ保育園というのがあるのですけれ

ども、そちらのほうで実際、医療ケアのお子さん今、２名受入れをしておりまして、今回

ブランチ園とかという話も出ていましたが、例えば、民間に拡充していくとか、そういう

方向性は考えていらっしゃらないのかなと。 
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児川委員     よろしいですか。先ほどもお話しさせていただいたのですが、今、現時点で民間保育園

さんがケアを行う看護師を確保していくというのは非常に厳しい状況でもありますので、

今は公立保育園で実績を少し積んでいって、今年から民間保育園にも公立保育園はこうい

う医療的ケアの保育をしているということについて、研修を行っています。そういったと

ころでは、支援法の影響もありまして、１３９園も参加してくださって、今はできないけ

ど、その先にどういったことができるか考えていきたいという御意見もいただいておりま

す。あとは今、在園時のお子さんで、民間保育園に入っているお子さんでケアが途中で必

要になった場合で、そこはフォローしながらですけれども、医ケアをやっていますという

より子供の最善の利益を考えて、継続して園にそのままいらっしゃるというお子さんも数

名はいらっしゃる状況です。以上になります。 
 

浮谷委員     ありがとうございます。ぜひ、それは進めていっていただければと思うのですけれども、

やっぱりうちのほうにも保育園さんで断られて、流れていらっしゃった方、受入先がない

のでというのでお受けをしているお子さんたちなので、やっぱり今、数として上がってき

ていない御家庭とかもいっぱいあるかなと思いますので、ぜひその辺を進めていっていた

だければと思います。 
 

野木委員（司会） ありがとうございます。保育園に関しては各１か所、ないし２か所だと、やはりどうし

てもそこまで、そもそもお連れするのが大変という、距離的な問題もあったりもするので、

少しでも拡充されていくことが大事だなというふうには思っております。 
         ほかに御質問とか御意見とかはございますか。それでは、先程の本を執筆なさった療育

ネットワークの谷委員、お願いいたします。 
 

谷委員      執筆したわけではないのですけれども、もう鈴鹿先生とか、いろんな先生にもお手伝い

いただきましたし、それから今回障害計画課の職員の皆さんとか、多くの方に手伝ってい

ただきまして、かなり充実したものになっているのではないかと私どもは思っています。

こういうつくり方をしているということが、中身がよかったんじゃないかなと思いまして、

今日来ていただいている先生や関係者の皆さんに本当に感謝したいと思います。改訂版っ

て、やっぱりすごく時間がかかるものですから、毎年のように本当は改訂していきたいの

ですけれども、そういうわけにもいきませんので。ただ、ホームページを持っていますの

で、そこで内容が、そうですね、特に先ほどのような園が変わっていったりというような

ことに関しては、ホームページで掲載させていただこうかなと思っています。どうぞ皆さ

ん、御覧になっていただければと思います。 
         私は、もう一つあるのですけれども、ちょっとずっと気になっていることがありまして、

私どものところで福祉有償運送といいまして、送迎をやっています。そういう中で、時々、

本当にそんなに数が多いわけではないのですけども、病院を退院される、例えば、実際に

あった方では３か月で人工呼吸器で退院されるという方がいらっしゃいました。今回も１

１か月の方もいらしたのですけども、３か月とか１１か月の方って手帳を持っていらっし

ゃらないんですね。そうすると退院時のときに車椅子が用意できない、３か月の方にそう

いうものが必要かというとそうではないのですけども、ただ赤ちゃん用のバギーに、そこ

にいろんな呼吸器をつけたり等しながら退院されるということで、うちのほうの運転手に
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聞いたら、赤ちゃん用のバギーでリフター型の車内の留め具にテンションをかけたら、バ

ギーは壊れてしまいます。そんな危ないことはできないということを言われましたので、

急遽探し回って、子供用のストレッチャー型の車椅子を用意させてもらって行ったという

経験があります。病院を退院されるときのそういう事情って、多くの方は抱えて退院され

るかもしれないのですけども、やっぱり呼吸器とか吸引機とかいっぱい持って退院される

ときに、それも危ないのではないかと。初めてのことですから、やっぱりセッティングの

仕方とか、そういうことも病院の中で教えていただきながら退院されたほうがよいのでは

というふうに思っていて、それでそういうことが時々ぽつんぽつんと起こるのですけれど

も、できれば医療側で退院されるときにそこまで何か用意していただけたらよいのではな

いかなと思っているのですが、いかがでしょうか。 
 

野木委員（司会） ありがとうございます。土橋先生、今の御質問に対して、病院側ということで何か御意

見はありますか。 
 

土橋委員     新生児は北東先生に振ったほうがいいと思うのですけれど。 
 

野木委員（司会） では、北東先生。 
 

土橋委員     実際、準備はしていないですね、確かにね。それはすごく非常に貴重な意見だと思いま

した。 
 

北東委員     そうですね、呼吸器をつけているとか、そういう人に関して一回だけ車に乗せるところ

とかを確認しましたということは主治医から聞いたことはあるのですけども、どういうや

り方がいいのか等は多分みんな知らないでやっているので、何か、もしもそういうノウハ

ウをお持ちなのであれば教えていただけるとありがたいかなと思います。どうしたらいい

ですかね。 
 

谷委員      うちのほうは、そういう移送サービスのネットワークが神奈川県全体であるのですけれ

ども、そういうところに情報が集まっていて、その中で車椅子のそういうことを研究され

る先生たちから、やっぱりもう大変危険だと、子供用のバギーでそういうものに乗ること

は危険だということをいただいていたものですから、それで職員も考えたのですけれども。

例えば、ストレッチャー型のもの、使われなかったようなものがどこかに集まっていて貸

出しができるのであれば、それを御紹介するみたいなことがあったらいいのかなと思うの

ですけど、病院に１台置いていただくことはできないでしょうかね、そういうもの。 
 

北東委員     そこは僕も分からないのですが、病院のソーシャルワーカーの人とかにちょっと働きか

けていただけると、結構うちのソーシャルワーカーは一生懸命やっているので、前向きに

考えてくれるのではないのかなと思って、ぜひお願いいたします。 

 
谷委員      分かりました。実は、そのときもソーシャルワーカーさんにも関わっていただいて、私

たちは送迎サービスだけですから、利用者様と御家族との接点はないわけで、行ってみて

そういうことになってしまったので、そこでソーシャルワーカーさんに入っていただいた
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のですけど、そのときにやっぱり物品がないと厳しいなと思いました。よろしくお願いし

ます。 
 

野木委員（司会） ありがとうございます。 
 

北東委員     すみません、教えていただきたいのですけれど、イメージとして、いわゆるバギーを車

の椅子がないスペースに固定をするという感じのイメージでしょうか。それとも、例えば、

３か月のお子さんが退院する場合に普通のチャイルドシートに乗せてお母さんかお父さん

を隣に座られて呼吸器を見ながら、チューブを見ながらというのはできるのかなと思った

のですけど、多分今のお話を聞いていると、そういうイメージはちょっと違ったのかなと

思ったので。 
 

谷委員      そうですね、御自宅に自家用車でそういうようなものがあれば事前にちょっと考えられ

るのかもしれませんけども、たまたまその方は送迎サービスを利用するということでうち

に来まして、その場合は基本的にはチャイルドシートではなくて、車椅子に乗せて乗って

いただくというふうにしているんですね。その３か月の方の場合、私たちから事前に一回

見学させてもらいましょうと、退院するときにどういう形でできるのかということで見せ

ていただいたら、小さな赤ちゃん用のバギーに酸素ボンベは入っているわ、呼吸器は無理

やり入れてあるわで、実際に酸素ボンベがごろんと落ちてしまったんですね。そういうの

を見て、これは基本的なところですごく危険なことをやっていらっしゃるのだなと思って、

何かそういうものはマニュアルがどこかにあると思いますので、小さいお子さんのそうい

うもの、人工呼吸器とかを乗せるときの基本というようなものは探せば出てくると私は思

っているのですけども、ただそれが共有されていないし、あまり起こることではないので

すね。しょっちゅうあるわけではなくて退院時ぐらいですから。もう少し大きくなられた

方は車椅子を購入できるわけですからいいのですけれども、赤ちゃん用の本当に華奢なも

のを使っていらっしゃるという方では危険だなと思っています。 
 

北東委員     多分、正直３か月のお子さんが呼吸器をつけて、酸素をつけながら帰るというのは、 

１０年、１５年前からあったことではないので、多分本当にそこは一緒に悩みながら考え 

ていくのが一番いいのかなとは思うのですけど。ストレッチャーだったら、いわゆる小児 

のストレッチャーって柵がついていてという。 
 

谷委員      ええ、そうですね。 
 

北東委員     それだったら固定しやすいということですか。 
 

谷委員      はい。ベルトして、下に呼吸器とか入れて、そのまま管をつなげますから。 
 

北東委員     結構な大きさですけれど。 
 

谷委員      うちで使った場合は、そういうものを作られたお子さんがいらして、そのものを貸して

いただいたと。 
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北東委員     なるほど。 
 

谷委員      ええ。 
 

北東委員     それについてもいろいろ見学させていただきたいです。 
 

谷委員      はい。 
 

北東委員     ありがとうございます。 
 

谷委員      どうもありがとうございます。 
 

野木委員（司会） ありがとうございます。今の課題は、今日御参加いただいている病院さんだけでなく、

ほかの基幹病院でも同じような課題があるのだろうと思いますので、どこかでまた情報共

有をさせていただく必要があると考えております。またそのとき、谷さんにもしかしたら

御協力いただくかもしれませんので、よろしくお願いいたします。 

         谷さん、よろしいですかね。 
 

谷委員      はい。 
 

野木委員（司会） 続きまして、鈴鹿委員、お願いいたします。 

 

鈴鹿委員     聞こえますでしょうか。 
 

野木委員（司会） お願いします。 
 

鈴鹿委員     医療型の短期入所事業の確保事業のことで、緊急時のレスパイトのことなのですけども、

恐らくですね、今は川病の土橋先生のところと、多摩病院とおっしゃっておりますけども、

恐らく聖マリアンナも自院の患者に関してはレスパイトを行っているであろうと。あとは、

武蔵小杉の日本医大も新生児を持っておりますので、レスパイトを持っているでしょう。

実際、そのレスパイトを持っているのだけども、その自院の患者さんの割合とほかからの、

関わりのないといいますか、外からの依頼のあったレスパイトの割合というのは、ざっと

でいいのですけども分かりませんでしょうか。むしろ病院の先生の、土橋先生ですよね。

竹下先生、北東先生にお伺いしたいのですけども。 
 

野木委員（司会） まずは、では土橋先生、よろしいですか。 
 

土橋委員     今年、ほぼ半数ですね。今年度５名の方なのですけど、３人新規の方でした。それは、

すばる診療所からの紹介もありましたし、大学病院からの紹介もありました。以上です。 
鈴鹿委員     武蔵小杉はどうでしょうか。 
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竹下委員     日本医大としては、レスパイトという形では実は公にはやっていないので、自分たちの

かかりつけの子をどうしてもという場合はお預かりする場合もあります。なので、他院の

方というのは、もう正直ゼロ％で、全員自院の方でレスパイトという形でやっています。 
 

鈴鹿委員     北東先生、把握されていますでしょうか。 
 

北東委員     すみません、僕は小児科側のことのほうはほとんど把握していないのですが、小児科の

先生から前に聞いたときは、やっぱりうち、かかりつけがメインで、ほかの依頼はほとん

ど受けられていないのではないのかなと思います。あと、いわゆるレスパイトというより

は、何か検査入院的な理由をつけて入院させているというような形でやっているというふ

うに聞いております。 
 

鈴鹿委員     まず昨年度といいますかね、第１回目の会議のときにやっぱりレスパイトの要望が非常

に多かったと思いますね。非常に多くを占めていると思うのですけど、実際その自院の患

者さんとレスパイトとしては、さっきは例えば、聖マリアンナもないわけではない。日本

医大もないわけではないので。恐らく行政の努力で、財政的な問題もあると思うのですけ

ど、その辺はやっぱり協力していただくためには、ある程度の資金的なものというか支援

がないと、なかなか動き出さないものですから、その辺はすぐにはなかなか難しいと思う

のですけども、その行政のほうもその辺の状況を把握して、ぜひとも事業を拡充していた

だきたいと思っております。お願いでございます。以上でございます。 
 

野木委員（司会） ありがとうございます。その辺は健康福祉局と病院局とで課題は認識しておりますので、

調整をしていきたいというふうに思っております。 
 

鈴鹿委員     あと、もう一ついいですか。それに引き続いてですけども。 
 

野木委員（司会） はい、お願いします。 
 

鈴鹿委員     今、横浜のメディカルショートステイシステムというのがございますよね、恐らくかな

り前からあると思うのですけども、それはやっぱり行政側が昼間、保健師さんがやっぱり

コーディネートするんですね。そういうすごくすぐれているシステムがあると思うのです

が、何で川崎市は採用しないのかなと思っているのですけれども、恐らくそれも病院との

契約があっての話だと思うので、それは予算づけがないとなかなか動けないシステムなの

で、その辺もぜひとも検討をしていただきたいなと思っております。 
 

野木委員（司会） 課題としては認識しておりますので、そこも検討してまいりたいと思います。御意見あ

りがとうございました。 

ほかにございますでしょうか。よろしいですかね。 
         先ほどのショートステイに関しては、レスパイトに関しては、多摩病院さんは自院の患

者さんだけじゃなくて少し広げてあると、こちら側からの御要望を受けていただいて、シ

ョートをさせていただいているというふうには聞いております。 
         よろしいですかね。それでは、ここまで健康福祉局、教育委員会、こども未来局の取組
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についての御質問等々お受けしたところです。それ以外、全体を通して何かまた御意見と

かございましたら、この後ちょっと、あまり時間はございませんけれどもフリーで少しデ

ィスカッションをできればなというふうに思っていますが、いかがでしょうか。何かござ

いましたら、挙手をお願いいたします。 
         鈴鹿先生、お願いいたします。 
 

鈴鹿委員     改正福祉法もそうですし、医ケアの支援法もそうなのですけれども、円滑なトラディシ

ョンのためには、やはり成人在宅医の協力がぜひとも必要だと考えております。成人在宅

医の本会への参加といいますか出席を、ぜひとも提案させていただきたいなと思っており

ます。それは、医師会から御宿先生が出てくださっていますけど、それとは別に成人在宅

に精通した先生の推薦を医師会に依頼していただきたいなと思っていますけど。これは提

案でございますので、また考えていただければと思っております。 
 

野木委員（司会） 御意見をありがとうございます。事務局のほうで検討をさせていただきたいと思います。 
         そのほかにいかがでしょうか。 
 

土橋委員     すみません。 
 

野木委員（司会） お願いいたします。 
 

土橋委員     非常にいろいろお話を聞けてよかったです。ここを基に今後どうしていくかを私も非常

にいろんなところに参加したいのですけども、いろいろ詰めていければなと思うので、ス

モールグループみたいな感じでいろいろ検討していくのも次年度の会までにやるというの

も、できればお願いしたいなと思います。実際、僕もやりますので。呼んでください。 
 

事務局      土橋先生、ありがとうございます。先ほどもありましたが、来年度、いろんな顔の見え

る関係づくりというところで、またお声がけをさせていただけたらと思っておりますので、

どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。 
 

野木委員（司会） ほかにいかがでしょうか。鈴鹿先生、挙手マークが挙がっているのは、まだ御質問がご

ざいますか。 
 

鈴鹿委員     取りあえず、土橋先生と同じなのですけども、やはり実際、在宅は個人個人ですね、問

題点が異なりますので、やっぱりケース会議が非常に重要かなと思っているんです。その

辺のところをですね、恐らく土橋先生も議題に、そういうケースを実際に出していただい

て、問題点を提議していきたいということだと思うので、ぜひともその辺も次回の進行の

上で考慮していただきたいと思っております。 
 

野木委員（司会） ありがとうございます。その辺も検討させていただきたいと思います。 
         ほかはいかがでしょうか。よろしいですかね。 

ちょうど１時間半ぐらいたったところになりますので、もしほかにないようでしたら、

これで本日の会議を終了したいと思います。今日もたくさん御意見をいただきまして、あ
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りがとうございました。今後も皆様からの御意見を踏まえて、施策の充実に向けて検討を

図ってまいりたいと思います。 
また今後、最初にお話がありましたけれども本会議の議事録の確認を皆様方にお願いを

いたしますので、またそこの御協力もお願いいたします。 
なお、今年度の会議は今回をもちまして、これで終了となります。次年度の第１回の会

議につきましては、また夏頃に開催を予定したいと考えており、また別途事務局から日程

調整等行わせていただきたいと思いますので、またその御回答等、御協力いただければ助

かります。 
本日、本当に遅い時間まで御協力ありがとうございました。以上で本会議を終了とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 
 

                                            以 上 
 


