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令和元年度 東京都北区自立支援協議会 

第１回「医療的ケア児・者支援部会」議事要旨 

日 時 令和元年１０月１７日（木）１０：００～１２：００ 

場 所 北区役所第一庁舎４階 第二委員会室 

出席者 

〔委員〕（敬称略・順不同） 

川村匡由（部会長）、伏見可奈子（副部会長）、須賀田元彦、田中道子、

田邉靖志、山中園里、小池敏之、内山義明、坂野晶司、藤野ユキ、 

田中英行、田名邉要策、髙木俊茂 

〔オブザーバー〕 

自立生活センター・北（ＣＩＬ・北） 代表 小田 政利 

〔事務局〕 

加藤、菊池、干台、岩﨑、藤波、川上、白石、中村 

次 第 

１．開会（資料１） 

２．議題 

（１）「医療的ケア児・者支援部会」の取扱いについて（資料２） 

（２）「医療的ケア児・者支援部会」の設置について（資料３） 

（３）医療的ケア児・者への支援・取組について（資料４・５） 

（４）医療的ケア児・者の現状や課題について 

（５）その他 

３．閉会 

資 料 

【資料】 

１．「医療的ケア児・者支援部会」委員名簿 

２．北区自立支援協議会特別専門部会の公開に関する内規（案） 

３．「医療的ケア児・者支援部会」の設置について 

４．医療的ケア児・者への支援・取組について 

５．北区における医療的ケア児・者の支援に関する取組状況について 

 

【参考資料】 

１．東京都北区自立支援協議会について 

２．東京都北区自立支援協議会委員名簿 

３．東京都北区自立支援協議会設置要綱 

４．東京都肢体不自由特別支援学校居住地別在籍状況 

５．第１期北区障害児福祉計画（抜粋） 

６．医療的ケア児に関する現況調査結果概要（都資料） 
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要 旨 

１．開会 

○配布資料の確認 

○事務局挨拶 

事務局：事務局の障害福祉課長の加藤です。本日は、お忙しい中、お集まりい

ただきありがとうございます。先に、本日の流れをご説明します。本

日は初会合となりますので、「医療的ケア児・者支援部会」の取扱い

について、傍聴や会議資料、議事要旨などの公開に関して、皆様にお

諮りしたいと思います。公開に関してご了承いただいた後、傍聴を希

望する方にご入場いただく予定です。また、オブザーバーとして参加

をお願いしています自立生活センター・北代表の小田政利様から、医

療的ケアを要する障害当事者としての立場から、医療的ケアの内容

や地域生活の課題についてお話をしていただくことになっていま

す。よろしくお願いします。 

〇部会長の選任 

事務局：なお、本部会の部会長は、北区自立支援協議会の会長の川村様にお願

いしたいと思っていますが、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

事務局：では、川村会長（部会長）、よろしくお願いします。 

    それでは、初めに、川村会長にご挨拶をいただきます。また、会長が

欠席の場合などに会長の代理を行う副部会長の選任もあわせてお願

いします。 

〇川村会長挨拶 

会 長：自立支援協議会の会長を拝命しています川村です。よろしくお願いし

ます。国は、地域共生社会の実現に向けて、共生型サービスとして、

介護保険の中で、高齢者だけでなく障害児・者も対象にしていこうと

していますが、さらに、地域包括支援体制を整備していこうというこ

とで、社会福祉士、精神保健福祉士の養成カリキュラムの改定を２０

２１年から行います。その中で、「地域福祉の理論と方法」が「地域

福祉と包括的支援体制」という科目に変わります。その準備で、教科

書の執筆等で関わっています。北区では、医療的ケア児・者の支援部

会を立ち上げ、今日、第１回目の会合ということです。今日は、東京

都の田邉委員にもお越しいただきましたので、２３区あるいは都下

における取組状況を情報提供いただけるのではないかと思います。

いずれにしても、資料を拝見しますと、北区においては先進的に施設

をつくって対応していこうという意気込みが感じられます。今日、第
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１回目ですが、ひとつご審議、進行の方、ご協力よろしくお願いしま

す。 

〇副部会長の選任 

会 長：私が会議に出られないとき、代わって会長職をお願いしたいというこ

とです。素晴らしい人材がお集まりですので、全員にお願いしたいく

らいですが、よろしければ、教育代表で都立北特別支援学校の先生を

されている伏見委員にお願いできればと思います。いかがでしょう

か。 

（拍手） 

〇伏見副部会長挨拶 

副部会長：都立北特別支援学校で進路を担当しています伏見と申します。 

本校は、肢体不自由の特別支援学校で、小・中・高等部ありまして、

全校生徒約１８０名です。ちょうど、昨日、学校公開があり、地域の

方に学校を見学していただきました。最近は、就学前の方の学校教育

に対する興味、関心が高まっていて、昨日いらした最年少の方はまだ

２歳でした。今は医療的ケアがないけど、今後のことを考えて、肢体

の学校に行こうか、知的の学校に行こうかと悩んでいるというご相談

を受けています。今回、医療的ケアの部会が立ち上がったということ

で、医療的ケアの有る無しにかかわらず、地域で皆さんが自分らしく

生きていけるために、私たちが力になれることがあれば、ぜひ頑張っ

ていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

〇部会委員の自己紹介 

事務局：続きまして、本日、出席しております部会委員の皆様から自己紹介を

お願いできればと思います。 

委 員：北区医師会の副会長をしています須賀田と言います。よろしくお願い

します。 

委 員：あすか山訪問看護ステーションから参りました田中と申します。北区

訪問看護ステーション連絡協議会の代表としてお伺いしました。よ

ろしくお願いします。 

委 員：東京都立北療育医療センター、指導科長をしております田邉と申しま

す。よろしくお願いします。私は北療に来てから４年目になります

が、その前は府中療育センターに約２０年おりました。医療的ケアを

含めまして、３０年近く関わっているところです。私自身も府中の方

では、生活介護の事業で、吸引を含めて医療的なケアを実際に行って

いました。これからも、北区とも色々とやりとりをしていきたいと思

いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 
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委 員：就労・生活支援センター飛鳥晴山苑の看護師主任、山中と申します。

よろしくお願いします。 

委 員：社会福祉法人つみきの小池と申します。区内で放課後等デイサービス

事業所を８カ所、児童発達支援事業所を１カ所運営しています。まだ

医療的ケアのお子さんの受け入れは日が浅い部分もありますので、

皆さんと協力、連携させていただきながら、色々と勉強させていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

委 員：保育課長をやらせていただいています髙木と申します。保育園の取り

組みは、他区に比べて遅れているところがありますので、この部会を

機に、北区としても取り組みが進められたらなと思っています。どう

ぞよろしくお願いします。 

委 員：教育総合相談センター所長の田名邉です。特別支援教育部門を所管し

ております。どうぞよろしくお願いします。 

委 員：障害者福祉センターの所長をしております田中と申します。障害者福

祉センターは直営の生活介護施設で、医療的ケアが必要な方が４名

ほどいらっしゃいます。また、区立の指定管理者施設として、生活介

護３施設、就労継続支援３施設ありますが、その所管もしています。

区の施設でも、障害の重度化や医療的ケアが、今、とても大きな問題

になっています。どうぞよろしくお願いします。 

委 員：地域医療連携推進担当課長の藤野と申します。在宅療養の推進を担当

しております。どうぞよろしくお願いします。 

委 員：健康福祉部副参事（地域保健担当）の坂野です。こちらは兼務でござ

いまして、本務が保健所の保健予防課になります。よろしくお願いし

ます。 

委 員：健康推進課長の内山と申します。私は、全区民を対象にしました健康

増進の推進の計画、いわゆるヘルシータウン２１を担当しています。

今後ともよろしくお願いします。 

事務局：事務局は障害福祉課長の加藤です。どうぞよろしくお願いします。そ

れでは、これより議事進行は川村会長にお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

２．議題 

（１）「医療的ケア児・者支援部会」の取扱いについて 

会 長：最初の議題は、「医療的ケア児・者支援部会」の取扱いということで

すが、自立支援協議会に特別専門部会「医療的ケア児・者支援部会」

を置くということを決定して、今日に至ったわけです。今日は初めて
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の会合ということになります。部会の取扱いについて、事務局から提

案があるようですので、まずご説明をいただければと思います。 

○事務局から資料２の説明 

事務局：北区自立支援協議会特別専門部会の公開に関する内規（案）です。第

１、この内規は、東京都北区自立支援協議会設置要綱第１０条の規定

に基づき、児童福祉法その他法律等を根拠として、自立支援協議会に

特別に設置する専門部会の公開に関して必要な事項を定めるものと

する。第２は、運営に支障がない限り公開とする。第３は、傍聴人の

人数は、会場の収容人員に応じて特別専門部会の会長が決定する。第

４は、傍聴を希望する者は先着順で受け付けるものとし、傍聴簿に住

所、氏名を記入の上、所定の傍聴席で傍聴しなければならない。第６

として、傍聴人は次の行為をしてはならない。（１）議事に対して発

言や騒ぎ立てる等、議事の進行を妨げること。（２）写真、映像等の

撮影、録音を行うこと。特別専門部会の会長は、前項に掲げる行為を

行った傍聴人の退場を命じることができるというふうにしておりま

す。第７としまして、発言の要旨は事務局でまとめ、特別専門部会に

おいて内容を確認の上、北区ホームページ上に掲載するという形で、

公開させていただきたいと思っています。 

会 長：ただいまの内規に関するご説明ですが、何かご意見等ありましたらい

ただきたいと思います。よろしいですか。特に意見なさそうですの

で、この内規はご承諾いただいたということで扱わせていただきま

す。 

事務局：傍聴希望者がいらっしゃいますので、傍聴人が入場いたします。 

（傍聴人の入場） 

会 長：傍聴の方、先ほど、本会議は公開とすると、議事録はホームページに

掲載させていただくということになりましたので、ご理解いただけ

ればと思います。 

 

（２）「医療的ケア児・者支援部会」の設置について 

会 長：次の議題に移ります。「医療的ケア児・者支援部会」の設置について

です。その経緯について、事務局からご説明をお願いします。 

○事務局から資料３の説明 

事務局：「医療的ケア児・者支援部会」の設置についてです。１の設置の経緯

ですが、近年、医学の進歩等を背景として、人工呼吸器の使用等日常

生活を営むために医療を要する状態にある障害児が増加し、地域に

おける医療的ケア児とその家族の支援が求められているところで
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す。また、平成２８年６月に一部改正された児童福祉法において、医

療的ケア児が心身の状況に応じた適切な支援を受けられるよう、地

方自治体において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関

の連携の一層の推進を図るよう努めることとされました。北区にお

いても、平成３０年３月に策定した第１期北区障害児福祉計画に、医

療的ケア児の支援のための関係機関の協議の場の設置を目的として

記載しているところです。平成３０年度は関係部署の職員を集めた

庁内連絡会を開催するなど、設置に向けた検討を行い、２月開催の自

立支援協議会において、医療的ケア児だけではなく、医療的ケアを要

する１８歳以上も対象として、自立支援協議会特別専門部会「医療的

ケア児・者支援部会」として新設することを決定しました。３の委員

構成の※のところですが、当事者団体等をオブザーバーとしてお呼

びし、医療的ケア児の現状についてご意見を聞く機会を設けると。ま

た、協議事項等必要に応じて、他の関係行政機関を招集するというふ

うにさせていただいているところです。４の参考、検討経過ですが、

平成３０年１０月から北区自立支援協議会相談支援部会において検

討を開始しまして、３１年１月に協議の場の設置に向けた連絡会を

開催、２月には自立支援協議会において設置案の検討、３１年４月に

は、新規事業を開始し、令和元年７月には、東京都医療的ケア児支援

関係機関連絡会を傍聴し、情報収集を行いました。８月には自立支援

協議会において設置概要を報告しまして、本日、晴れて第１回会議を

開催するという形になったところです。 

会 長：資料３に基づきまして、本部会の設置についての経緯をご説明いただ

きました。何かご意見あればいただきたいと思いますが、いかがです

か。よろしいでしょうか。 

 

（３）医療的ケア児・者への支援・取組について 

会 長：それでは、議題３に移りたいと思います。医療的ケア児・者への支援・

取組ということで、区の現状について、事務局からご説明いただけれ

ばと思います。 

○事務局から資料４の説明 

事務局：医療的ケア児・者への支援・取組についてです。医療的ケア児とは、

医学の進歩等を背景として、ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続き

人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療

的ケアが必要な障害児のこと。１８歳以上になってから、医療的ケア

が必要な状態になる方や、重症化により医療的ケアの内容が増える
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場合があります。歩ける医療的ケア児・者から寝たきりの重症心身障

害児・者までおり、生きていくために、日常的な医療的ケアと医療機

器が必要となります。医療的ケア児の人数ですが、過去に調査をして

おりまして、区内の医療的ケア児は少なくても５０人いると推計し

ているところです。まず、訪問看護ステーションによる調査で、障害

児に対して訪問看護を行っている事業所８カ所の回答によれは、北

区内の障害児の訪問看護登録者数は５０名とされています。そのう

ち、未就学児は２６名、医療的ケアは、胃ろう・腸ろう・胃管からの

経管栄養、人工呼吸器の管理、在宅酸素療法、気管切開部の管理など

が多い状況です。特別支援学校の在籍状況ですが、都内の肢体不自由

児特別支援学校に在籍している北区在住児童６３名のうち、医療的

ケアを要する児童は１５名となっているところです。では、ここで参

考資料４につきまして、伏見委員からご説明をお願いできればと思

います。 

○伏見副部会長から参考資料４の説明 

副部会長：東京都内には肢体不自由特別支援学校が２０校あります。都立が１８

校、新宿区立の養護学校が１校、あと、筑波大学附属桐が丘特別支援学

校が板橋にあり、月２回、全２０校の進路担当が集まって協議会を開い

ています。参考資料４は各校の在籍数を調べた表になっています。この

表の見方ですが、一番左側の「北」、「桐が丘」、「志村」は学校名です。

学校名が２段になっており、上段が在籍者数です。下段が医療的ケアの

方の数となっています。ですので、本校には全部で４７名の北区在住の

方がいて、そのうちの９名の方が医療的ケアであるという見方になっ

ています。桐が丘特別支援学校、志村学園も北区の方がいらっしゃいま

す。ただし、特別支援学校以外にも、普通の区立小・中学校、都立の学

校、あと知的障害特別支援学校にも、医療的ケアの方がいらっしゃいま

すので、こちらの表に現れていない医療的ケアの方がいらっしゃると

いうことも想定していただけたらと思います。 

○事務局から資料４の説明 

事務局：ありがとうございます。では、資料４に戻っていただきまして、通所

施設の利用状況です。①区内生活介護施設利用者のうち、医療的ケア

を要する方は４カ所、５４名（北区民以外の利用者を含む）。②区内

の障害児通所施設利用者のうち、医療的ケアを要する方は６カ所、７

２名（北区民以外の利用者を含む、複数施設に通う重複利用者を含

む）となっています。医療的ケア児への支援・取組ですが、医療的ケ

ア児・者が適切な支援が受けられるよう、関係機関の連携の強化や在
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宅を支えるサービスの充実に積極的に取り組むため、医療的ケア児・

者支援部会（本会議）を開催し、医療的ケア児・者への支援の関係機

関の連絡・調整・意見交換の場を確保。その他、在宅支援の充実等と

いうことで、資料５の取組を行っているところです。 

○事務局から資料５の説明 

事務局：北区における医療的ケア児・者の支援に関する取組状況についてで

す。No.１は、重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業というこ

とで、令和元年度から開始させていただいたところです。在宅生活を

送る医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）及び医療的ケア児に対

し、訪問看護師を自宅に派遣し、一定期間、家族の代わりにケアと見

守りを行うものです。現在、利用登録者は１０名となっているところ

です。No.２が、障害児支援体制整備促進事業ということで、主に重

症心身障害児を支援する事業者に対して、児童発達支援や放課後デ

イサービス事業所等の開設前に要する人件費等の一部を補助するも

のです。こちらの事業を活用して、放課後デイサービス事業所の「つ

みき第８」が開設されたところです。No.３につきましては、滝野川

三丁目の区有地を活用した障害者グループホームの整備です。重度

障害者（医療的ケアを要する障害者を含む）を受け入れるグループホ

ームに対して建設費等の一部を補助するものです。No.４は、健康福

祉課で行っています避難行動要支援者名簿への登録ということで、

災害が発生したときに自ら避難することが困難であり、特に支援が

必要な方を対象に「避難行動要支援者名簿」を作成するというもので

す。No.５が、在宅重症心身障害児（者）訪問事業ということで、健

康推進課の方で、重症心身障害児（者）に対して、家族が自信を持ち

在宅療育に当たれるよう、看護師が家庭訪問し、健康管理や看護技術

の指導、療育に関する相談等の支援を行うというものです。申請に基

づき家庭訪問などにより、家族の状況を確認し調査票を作成してい

ます。No.６は、在宅療養推進会議ということで、医療・介護関係者

とともに区内の在宅療養推進に向けた検討を行うということで、こ

れまで高齢者施策として検討を行ってきたところですが、平成３０

年度より会議の名称を変更するとともに、検討の対象を広げ、高齢者

だけでなく、障害者や子どもも含めた視点をもって、区民全体の在宅

療養推進に向けた検討を行うというふうにしているところです。No.

７が、北区医療社会資源調査の実施ということで、在宅療養支援を行

う区内の医療機関及び介護事業者等の情報の調査等を行い、冊子及

び検索システムにより区民及び医療機関等に提供するものです。調
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査は３年毎に実施することになっていまして、障害児・者の対応も含

めた調査内容としているところです。No.８が生活介護ということ

で、障害者福祉センターの取組みです。生活介護事業の中で、４名（胃

ろう３名、吸引１名）の医療的ケアの方を受け入れているところで

す。東京都北区立障害者通所施設医療的ケア実施要項に従い実施し

ています。 

○事務局から参考資料６の説明 

事務局：参考資料６は、東京都医療的ケア児支援関係機関連絡会の資料です。

医療的ケア児に関する現況調査、結果概要ということで、調査の目的

は、東京都における未就学（０歳から６歳まで）の医療的ケア児の現

況及び支援ニーズを把握し、今後の施策展開に資することです。調査

の実施期間は平成２８年１２月から２９年１月です。調査から分か

ったこととして、一番多い医療的ケアは経管栄養（６割）で、人工呼

吸器は３割となっております。最も多い疾患は先天奇形、変形及び染

色体異常。身体障害者手帳の取得率は４割超、愛の手帳は１割未満と

なっているところです。いわゆる「動く医ケア児」については、全体

の２割になっております。６割が重症心身障害児となっています。社

会資源については、療育の場、預け先、専門人材等が不足という結果

で、特に低年齢のうちは利用している社会資源は少ないことが調査

から分かっているところです。その他、家族支援（保護者の介護負担

軽減、きょうだい児支援等）が不足しているという課題もあります。

また、この間の台風もあったところですが、災害時対策も課題となっ

ています。２枚目に、保健師から見た支援ニーズ・課題（抜粋）があ

ります。資源の不足として、対応可能な訪問看護事業所、ヘルパーが

限られている／未就学児の移動支援サービスがない／夜間の訪問ケ

ア提供サービスが少ない／留守番看護が可能な訪問看護事業所が少

ない／障害者手帳を取得しないと利用できるサービスがほとんどな

い／保育施設の不足等が上げられています。療育支援・集団の場の不

足としては、通所施設の制限があるので他児とのかかわりが少なく

発達への影響が心配／在宅で過ごしていることが多く、孤立しやす

い等が書かれています。また、コーディネーター、相談窓口人材の不

足として、サービスの調整ができる専門職が必要／専用の相談窓口

が欲しい／医療的ケア児に対応できる人材育成、事業所等への運営

支援等も不足しています。さらに、災害時対策としては、医療機器の

外部バッテリーや自家用発電等を準備するに当たり家族の負担が大

きい／災害時の二次避難所対策が不十分といった課題があると記載
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されているところです。 

会 長：膨大な資料、データ等をご紹介いただきながら、医療的ケア児・者へ

の支援、あるいは取り組みをご説明いただきましたが、ご意見をお伺

いする前に、所管されている健康推進課長の内山委員、地域医療連携

推進担当課長の藤野委員、障害者福祉センター所長の田中委員、最後

に東京都から見えている田邉委員、補足などありましたらお願いし

たいと思います。 

委 員：資料５の No.５の訪問事業の概略についてはお示しのとおりですが、

私どもはヘルシータウン２１という計画を所管していまして、妊娠

期から子育て期の切れ目のない支援の強化を大きな柱として取り組

んでいるという背景があります。そうした中で、区内に３つの健康支

援センターがあり、保健師が、障害がない方も含めて、日々訪問や相

談など様々な支援をしているところです。なるべく寄り添った支援

を日ごろの業務の中で心がけています。 

委 員：私どもの取組みとしましては、No.６と７です。在宅療養推進会議は、

これまで医療と介護の連携を進めてまいりました会議体ですが、地

域共生社会という国の方向を受け、高齢者だけでなく、障害者や子ど

もも含めて、在宅療養の推進に取り組んでいこうというふうに３０

年度からかじ取りをしました。ですが、集まっているメンバーは障害

児・者や医療的ケア児・者の専門ではありませんので、意識や知識の

レベルに差があり、検討すると言っても何を検討したら良いのか分

からないというような意見もありました。そういった中で、先日、ま

ずは共通認識を持とうということで、地域共生社会の実現に向けた

政策の動向について、元厚労省の方をお呼びして勉強会を行いまし

た。共生社会ということなので、障害児・者にスポットを当てた講義

ではなかったわけですが、在宅療養は高齢者だけではないというと

ころで、まずは勉強会を行ったところです。No.７については、３年

に一度改定している在宅療養安心ハンドブックが、今年度改定に当

たるのですが、こちらも高齢者だけではなくて、障害児・者も含めて、

資源の把握の範囲を広めようという取組みを行っています。ちょう

ど今、病院や訪問看護ステーションなどに調査票をお送りして、ご回

答を待っているところです。例えば、在宅療養に関する調査の中で、

医療的ケア児の対応ができる先生がいるかいないか、あるいは障害

児・者に対するリハビリができるかとか、そういった具体的な設問を

設けました。また、在宅療養推進会議の委員のご意見を受けて、訪問

診療の対応で、重度の障害児や医療的ケア児の対応ができるかとか、
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専門職が知りたい情報を調査しようとしています。今年度中にはハ

ンドブックにまとめる予定で、ホームページなどでも公開を予定し

ているところです。 

委 員：資料５の No.８にありますように、現在、障害者福祉センターでは４

人の方の医療的ケアを行っています。また、この表にはありません

が、指定管理者導入施設の赤羽西福祉工房（身体障害者の生活介護施

設）にも３名いらっしゃいます。ただし、医療的ケアといっても、現

在お受けしているのは、胃ろうやたん吸引といった方に限定してい

まして、今後、特別支援学校の卒業生の中に、腸ろう、酸素、吸入が

必要といった方が当然出てくることが想定されます。そうしたとき

に、区としてはどこまで対応できるのか。医師が常駐していませんの

で、現在は北療育医療センターと連携させていただきながら対応し

ているところですが、将来的には、東京都との役割分担のすみ分けな

どが必要になってくるのかなと個人的に考えているところです。 

会 長：ありがとうございました。ただいまお話がありました、東京都の方で

のご支援なり補助なり、あるいは自治体の取組状況など何か補足が

ありましたらお願いします。 

委 員：現在、北療育医療センターでは、児童発達支援センター（医療型）と、

１８歳以上の方を対象とした生活介護事業を基本的に行っていま

す。生活介護の事業の定員は３０名ですが、現在、登録が３７名、一

番多いときで３９名ほどの方が登録されています。うちは広域でや

っていますので、北区在住の方だけが対象ではありません。板橋、豊

島、文京、荒川、足立の一部も含めて、かなり広いところで事業を展

開しています。重症心身障害者通所事業として、東京都の要領があ

り、そちらの指定をとった形で事業を展開しております。その中で、

特に医療的なケアの高い方、超重症、準超重症と言われる方が、今、

登録されている方の９４％、人工呼吸器を終日つけている方も１８

名の方が利用されているような状況です。基本的には、地域の方と当

然やりとりしていくのですが、今申し上げた近隣区から全てを受け

入れることができるわけではありませんので、今後も医療ニーズの

高い人工呼吸器の方などを中心に受けていく予定です。参考までで

すが、先ほど申し上げた東京都の重症心身障害児（者）通所事業実施

要領に基づく重症心身障害児（者）通所事業所の指定をとっていない

ところが、現在２３区中、北区を含めて９区あります。重心の方全て

医ケアが必要というわけではないですが、重心の方は医ケアが必要

な方が多いですし、今、医ケアが必要じゃなくても、今後、医ケアが
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必要になってくる方が非常に多いかと思います。現在、都の指定をと

っている重心の通所、通園の事業所が、医療型と地域施設活用型で６

３カ所と増えてきています。北区には地域施設活用型がありません

が、近隣では板橋区で都の指定をとって重心の事業を展開している

ところがあります。あと１点ですが、これから特別支援学校の方で、

人工呼吸器の方の受け入れがかなり進んでくるものと思われます。

そういったところでは、区の事業も、人工呼吸器の受け入れをやって

いかなければいけないのかなと考えています。北療育医療センター

も、ぜひ地域の方々にノウハウの還元や、ご協力できるところはご協

力をしていきながら進めていきたいというふうに考えているところ

です。 

会 長：ありがとうございました。事務局のご説明と行政の方から現状などの

補足をしていただきましたが、全体を通じてご意見、あるいは現場で

頑張っている委員の方も見えていますので、何かご意見いただけれ

ばと思います。いかがでしょうか。 

委 員：実は、本日午後に災害医療連絡会があります。昨今のように災害が多

発しているところで、福祉避難所に行こうとしたら、そこの入所者だ

けで手いっぱいという話も出ました。幸い、災害医療に関しては、北

区は毎月連絡会をやっているぐらいなので、城北４区の中では進ん

でいる方だと思うのですが、それでも、今までの地震を想定したもの

から、今度の水害だとか、今まで区が想定している以上に災害の規模

が大きくなっているので、スピードアップしていかなくてはいけな

いと思っています。特に災害弱者ということでは、ここで取り上げら

れた面からもアプローチをしてみたいと思います。 

委 員：資料にもありますが、今、８カ所ぐらいの訪問看護ステーションがお

子さんを見守っている状況です。訪問看護ステーションの数が非常

に少ないというのが課題になっていますが、現状としてなかなか進

展していないのが事実です。しかし、世の中全体としては、訪問看護

師が必要とされているということに理解が進んでいるような状況で

はあります。北区訪問看護ステーション連絡協議会の中でも、小児の

訪問看護を推進するための取り組みとして、任意団体を立ち上げる

という活動もしていますので、進めていきたいなというふうに思っ

ています。しかし、現状として、私どものステーションは経管栄養が

一番多くなっていますが、人工呼吸器のお子さんも非常に多く、実は

精神の方よりもお子さんのほうが多いというのが現状になっていま

す。また、そうした方たちが地域で活動する場所というのは、本当に
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少ないというのが実態であるというふうに思っています。 

委 員： No.１のレスパイト事業について、訪問看護師を自宅に派遣という

ことですが、ご家族の一番のお困りの声というのは、毎日大変だとい

うことです。本当に頭が下がる思いです。ご家族が、本当の意味での

レスパイトとして、旅行を楽しんで羽を伸ばしたいといったときに、

胃ろうの方からは、胃ろうのケアができる泊まれるところを紹介し

てほしいという相談があります。私たちではなかなか対応先を見つ

けられなくて、そういう方はやはり医師がいるということが理想だ

と思いますので、対応先は病院になると思います。ご家族の方が、あ

る程度、１週間とか疲れた体を癒せる期間を過ごせると良いのかな

と思いますが、ご相談を受けても、対応先を紹介できないことがとて

も心苦しく思います。そのため、医療機関のようなところを整備して

いただけたら、ご家族にとってとても良いのではないかなと思って

います。 

委 員：冒頭、我々は、医療的ケアのあるお子さんの受け入れはまだ日が浅い

ので、皆さんと連携しながら勉強させていただきたいというお話を

させていただいたのですが、参考資料６の医療的ケア児に関する現

況調査で、調査から分かったことが並んでいますが、医療的ケアのあ

るお子さんに限らず、知的障害のあるお子さん、発達障害のあるお子

さん、肢体不自由のお子さん、共通する部分だなというふうに思いま

す。この場は医療的ケアのあるお子さんのお話をする場ですが、療育

の場の専門人材等の不足や、特別区と市町村では利用状況に差があ

ること、家族支援の不足や災害時対策も、他の部会同士との連携がす

ごく大事で、もっと大枠で捉えていく視点が必要かなと思いました。

また、１０の保健師から見た支援ニーズと課題の資源の不足という

のは、本当に我々も日々感じているところです。専門性のある職員や

機器など、資金的なところもそうですが、資源の安定を図りながら、

現実的にできるところから少しずつ始めていく必要があるなと思い

ます。 

会 長：ありがとうございました。まだご意見があるかと思いますが、時間の

関係もありますので、次の議題にいきたいと思います。今日は初会合

ですが、私が勝手にまとめると、やはりヒト・モノ・カネ、特に人材

の確保、それから自治体あるいは医療機関との連携、さらに平常時と

災害時の対応というところが課題として浮き彫りになったのかなと

思います。次回以降、こういう点を詰めていければと思います。 
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（４）医療的ケア児・者の現状や課題について 

会 長：それでは、オブザーバーとしてご参加いただいております、北区自立

支援協議会の副会長であられる小田様から、ご自身の現状も踏まえ

て、現状と課題ということでお話をいただけますか。 

オブザーバー：自立支援センター・北の小田と言います。今日はオブザーバーとして

専門部会に参加させていただきありがとうございます。自分の簡単

なプロフィールからお話させていただきます。進行性筋ジストロフ

ィーという病気で、２９歳のときに気管切開して、人工呼吸器をつ

け、医療的ケアが必要になり、今日に至っています。現在５１歳です。

僕の父はとうの昔、中３のときに亡くなり、母がずっと僕のことを見

てくれました。母と僕は、どちらかというと人にあまり心配や迷惑を

かけず、自分たちで生きていこうという気持ちでいました。当時は、

自分たちだけで頑張って、周りの情報を受け取りにくい状況だった

ので、身体障害者手帳を取るということも知らなかったのです。小２

のとき、歩けなくなって１年ぐらいたってから身体障害者手帳を取

りました。情報不足の状況の中で、自分の病気の進行とともに、いず

れは人工呼吸器をつけないといけないのに、つけた後の生活がどう

なるかというのも知らないまま気管切開をしました。医療的なこと

で言えば、気管切開をした後に人工呼吸器を使うことになるという

ことすら知らなかったのです。結局、意識不明になって入院して、気

管切開せざるを得ないという状況になり、その後に色々なことを知

りました。それが１９９７年の話です。現在、母は亡くなって、２４

時間ヘルパーが交代で入って支援してもらうことで、生活ができて

いる状況です。普段の体の状況については、訪問医にのどの気管切開

部の管理で来ていただき、訪問看護やリハビリなど色々なものと連

携しながら、生活ができているという状況です。先日、うっかり声を

出す部品をつけたまま寝てしまって、翌日に息が苦しかったりした

ので、最初の生活体制をつくる連携の部分だけでなく、やはり日々の

生活を続けていくこと、日々の生活のサポートというのが必要だな

と思います。災害時のバッテリーもそうですが、今日のお話の中に

も、皆さんが学習会を開き、調査をまとめていただいているというこ

とで、そういうのを聞くと、すごく有難いし、嬉しいなと思います。

僕は「呼ネット」という医療的ケアや人工呼吸器の当事者ネットワー

クの活動もしているのですが、東日本大震災のときは、バッテリーが

まだ保険適用になる前の頃で、厚労省に自分たちにはどうしてもバ

ッテリーが必要だというお話をさせていただきました。東京都も緊
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急対策として、災害時の自家発電機、バッテリー、電気を使わない吸

引器などを出していただきました。しかし、せっかく発電機を出して

いただいても、皆さん普段使わないので、災害時のいざというときに

使えるよう維持ができていないという現状がありますので、自分た

ちが日頃から使い続けるというのも大事だと感じています。少し意

味合いが違いますが、この間の台風で、救助するときにフックを取り

付け忘れて命を落としてしまったということもあり、うっかりミス

が大事につながるというのを思い知らされて、改めて自分もそうい

うところに気をつけないといけないと感じました。また、自分の場合

は、日頃からバッテリーを使っているのですが、バッテリーを使い切

ってしまった後に災害が起きたらどうなるのだろうと思っていて、

教科書に載っていない、あるいは想定されていないことで、実際どう

なるのだろうというのが色々あります。僕も知らないような医療的

ケアに関わるようなこと、多種多様な状況があると思うので、大変だ

とは思いますが、事例を集め、調査をし、まとめていただけるという

ことはすごく良いことなのだと思います。特に、今回、国の方では「医

療的ケア児」という話ですが、僕が住んでいる北区では「者」の方ま

で協議の範囲に入れていただけたというのはすごく嬉しい、有難い

ことだなと思っています。僕は、北区で生まれ育ちまして、北区でず

っと長く生活しています。小学校２年生ぐらいのときに車いすを使

い始めて、中学校に進学するときには、学校にスロープや階段昇降機

を設置していただくなど色々と配慮していただき、都立高校に入る

ときも、東京都の方で階段昇降機を設置していただきました。また、

連携というところでは、人工呼吸器をつけた後、在宅へ移行するため

に、大学病院の中に在宅医療チームという体制をつくってくれて、病

院の医療ソーシャルワーカーと区の保健師やケースワーカーがキー

パーソンとして連携をしていただきました。病院側のケースワーカ

ーは在宅で医療に関するチーム体制を考えてくれて、地域のケース

ワーカーは気管カニューレの交換などを行ってくれる訪問医や訪問

看護師への連携を進めてくれて、僕の生活の基盤をつくってくれま

した。地域に出た後も、想定していなかったことが色々と出てきまし

た。母が僕から離れることができなかったので、医療廃棄物を保健所

に持って行くときにどうしようかと悩み、ヘルパーがその時間を見

るにしても、ヘルパーは医療的ケアができないとか、そうした課題が

出てきたときに、ケースワーカーがその都度調べて対処していくと

いうふうになりました。僕は１３階に住んでいて、ごみ出しでエレベ
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ーターに乗るとしても、結構５分、１０分とかかります。僕は、人工

呼吸器が外れると息が２、３分ぐらいしかもたないので、離れるとき

はホース類をしっかり締めてから行くとか、本当に細かく生活の課

題があります。そろそろ終わりにしたいと思いますが、やはり人材不

足が一番の課題です。僕の場合は家族がいないので、ヘルパーがいな

いと生きていけません。やっと介護職員等による吸引と経管栄養が

制度化されましたが、色々な課題があり、その都度、東京都の方にも

話を聞いたり、訴えたりしています。何しろ教科書が無いので、大変

なことや困ったことがお話しし尽くせないほどいっぱいありますの

で、傍聴でもいいので、専門部会に参加させていただいて、色々と情

報を集めて、一つの民間団体としてご協力できるところはしていき

たいなと思います。北区が、人工呼吸器をつけていても、医療的ケア

があっても、より住みやすいところになってほしいと思いますので、

よろしくお願いします。ありがとうございました。 

会 長：ありがとうございました。５１年の生い立ちと現状、問題点あるいは

要望について、貴重なお話しをいただきました。これを踏まえ、次回

以降も、必要なヒト・モノ・カネについてさらに議論していければと

思います。機会がありましたら、ぜひまたお願いしたいと思います。  

全体通じて、何かお気づきの点、あるいは次回の専門部会の議題や要

望などがあればお伺いしたいのですが、いかがですか。 

委 員：北区の保育園については、待機児の解消などで頑張っているのです

が、正直、医療的ケアという部分では他区と比べると遅れています。

現状や課題等を整理しながらも、例えば、もう少しこうしたら良いと

かそういう意見などがあると、前進できるような話ができれば良い

のかなと思いました。 

委 員：教育総合相談センターでは、知的障害の特別支援学級を区立小・中学

校に開設をしています。また、来年度４月に、区内で初めて自閉症・

情緒障害特別支援学級を王子小学校に開設しますが、正直言って、肢

体不自由部門は、対応や知識の部分で少し欠けていると思っていま

す。保育園等での受け入れが進んで、今後、区立小・中学校に上がっ

てくるお子さんがいらっしゃったときに、きちんと支援ができるよ

う情報収集や支援方法などについて、しっかりと勉強してまいりた

いというふうに思っています。 

委 員：自立支援協議会の小田副会長から大変有意義なお話をいただき、あり

がとうございました。今、まさに災害の最中だと思いますが、１５号

の台風と１９号の台風で違うところは、１５号は割と千葉に限局さ
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れましたが、１９号はかなり広範囲で、地球がだんだん温かくなって

きているせいか、これから広範囲の災害が増えてくるような感じが

しています。狭い範囲だったら近隣からの援助があるのかもしれな

いのですが、広範囲になると、それがなかなか厳しくなってくると思

っているところです。今日の午後も、災害医療の検討会がありますの

で、そこでまたしっかりと議論していきたいと考えています。 

会 長：最後に、副部会長であります伏見委員、全体を通して、あるいは、次

回の専門部会の要望や課題などお気づきの点があれば。 

副部会長：先ほどお話のあった台風の件では、特別支援学校で自主避難をされた

方の受け入れをしたというケースが２件あったそうです。人工呼吸器

をつけている方など電力が必要だということで、学校で受け入れたと

いうふうに聞いています。本校も３日分の電力と発電機数台を用意し

ていますが、区の方から要請があれば、避難所を開設する準備ができ

ています。それから、来週には、障害者総合スポーツセンターと本校

と特別支援学校の３カ所合同の避難訓練等も予定されていまして、災

害対応での他部署との連携をメインテーマにより具体的にやってい

くつもりでいます。医療的ケア有る無しにかかわらず、やはり命を守

るというところを教員たちもしっかりと身をもって体験していきた

いと思っています。次回以降については、事務局のほうにご確認いた

だけたらと思います。 

会 長：ありがとうございます。平常時と災害時の対応を考えていかなくては

いけないと。さらには広域災害ということで、他の自治体や医療機関

等と、相互の災害時応援協定がありますが、そういったところを地域

防災計画との関連で考えていかなくてはいけないと。こうした課題

がはっきりしたのかなと思います。それでは、最後に事務局から連絡

事項等お願いできればと思います。 

 

（５）その他 

〇連絡事項 

事務局：最後に連絡事項をお知らせします。まず、本日の謝礼金の支払いにつ

いては、口座振替により１１月上旬以降にご指定の口座にお振り込

みします。２点目です。次回の開催ですが、現自立支援協議会の委員

の任期が３月までとなっているところです。そのため、次回は新しい

委員が決定してから、来年度のどこかで開催したいと思っています。

開催時期が決まりましたら、事務局からご連絡させていただきます

ので、よろしくお願いします。 
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３．閉会 

会 長：それでは、今日は初めての会合ということでありますが、早くも様々

な課題、あるいは要望を受け取りになったかと思います。次回以降も

ぜひ忌憚のないご意見、あるいは議事進行、よろしくお願いしたいと

思います。また、傍聴の方も最後まで傍聴していただき、ありがとう

ございました。それでは、これをもちまして初会合は終わります。あ

りがとうございました。 

 

以上 

 


