
所属する団体で行っていること 所属する団体で出来る取組 行政に行ってほしいこと 他分野・他団体に協力してほしいこと

1

横浜市医師会
副会長
武安　宣明　委員長

横浜市医師会
常任理事
赤羽　重樹　委員

・横浜型医療的ケア児・者等コーディネート事業

・医療的ケア児・者等支援者養成研修事業

・小児在宅医療検討委員会（横浜市4局）

・医師向け：小児在宅医療研修講演会開催(年1回）

・多職種向け：小児在宅医療研修講演会開催(年1回）

・小児在宅医療に携わる医療機関を増やすための検討

・小児在宅医療を始めようと考えている医師に対して、
実働している医師との同行研修の実施

・医療的ケア児・者等の受け入れ施設への助成の
交付と施設のさらなる設置

・相談支援専門員の増員対策

・保育園、幼稚園などの施設向けの医療的ケア
児・者等の受け入れに向けた研修講演会の開催

・居住区における医療的ケア児・者の人数の把
握。

・必要な施設の規模と数、区ごとに必要な医師
数、看護師数の算出。

・多職種向けの研修（今年度は延期とした）に参加していただ
き、それぞれの立場から見た問題と実情を語っていただき、
問題点の共有につなげましょう。

・問題の抽出はできるものの、具体的な課題解決につながら
ないことが多いように見受けられます。将来に向けた漠然とし
た話ではなく、今在る地域資源 で、誰がどのような工夫をし
て、誰と組めばできるのか、を具体的に一緒に考えていきま
しょう。

・皆に共通する制度上の問題があれば、行政4局とともに、制
度を変更するプロセスに結び付けていきましょう。

2

横浜市医師会
小児在宅医療検討
委員
小林　拓也　委員

職員全員参加（原則）での研修会実施

但し、コロナ禍の影響で実技を伴う研修の実施が困難になっている

医療職・介護職員の充足

ハローワーク・人材紹介会社経由で募集をしているが、
ハローワークからの求職者は少なく、人材紹介会社から
の紹介者は問題があるケースが少なくなく、また、早期
離職者が多い

医療的ケア児者・重症心身障害児者の人材確保
に向け、人材のプール、紹介斡旋のシステムを構
築してほしい

各施設所属もしくは嘱託の医師が、事業所内での医療的ケ
アに責任をもって、積極的に関与してほしい。
例えば、医師がいる施設から介護職員の医療的ケア指示書
を求められる、医師向けに既に診療情報を提供しているのに
もかかわらず、介護・療育部門から別途診療情報等を求めら
れるような状況はおかしい。
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横浜市医師会
小児在宅医療検討
委員
星野　陸夫　委員

医療的ケアに関する各種研修会開催、小児在宅医療にかかわる多職
種の交流会開催、神奈川県小児等在宅医療連携拠点事業およびコー
ディネーター養成研修事業の受託、他

考えつく取り組みは行っているつもりなので、この先の
課題を洗い出して、それに対する次の対策を考えて行き
たい

医療的ケア児者の実数把握に向けてのシステム
作り、各区行政窓口担当者に対する周知徹底、成
人移行期支援に向けた取り組み、医療的ケア児
支援の子育て支援との協働化

こども医療センターに不足している部分を教えてほしい

4

磯子区医師会
訪問看護
ステーション
管理者
河村　朋子　委員

・医ケアコーディネーター

・特定相談支援事業、児童相談支援事業

・自立支援協議会と重心会議への参加

・他職種との連携（訪問介護や相談支援専門員との交
流）

・学校との交流

・訪問看護が居宅以外の場所（保育園や学校な
ど）に訪問できるよう制度改正

・潜在ナースや自費ナースの活用

・移動支援がもっと増えるよう協力してほしい。

・介護タクシーのように使いやすくしてほしい。例えばデイ
サービスの送迎車を使用していない時間に貸し出すなど。

5
横浜市歯科医師会
常任理事
二宮　威重　委員

・横浜市歯科保健医療センター及び一部会員歯科診療所での歯科診
療、口腔ケア等の実施

・訪問歯科診療の実施

・医療的ケア児・者等の歯科診療、口腔ケア等をおこなっている会員歯
科診療所の紹介

・医療的ケア児・者等の歯科診療、口腔ケア等に対応で
きる歯科診療所の増加及び診療の充実
　
・他職種の方々との連携

・医療的ケア児・者等の歯科診療における窓口
（横浜市歯科医師会 歯科医療連携室　電話：０１
２０－８１４－５９４）があることを周知していただけ
たらと思います。

・医療的ケア児・者等の歯科診療に関する歯科医
療従事者向け研修会の実施。

・他職種の方々との連携が不十分なため、歯科との連携を促
進していただけたらと思います。

・歯科職種がお役に立てることがあれば、横浜市歯科医師会
歯科医療連携室（電話：０１２０－８１４－５９４）までお声をか
けていただけたらと思います。

・研修会、講演会等を開催されるされる際は、他職種の方々
との交流や連携促進のため、歯科医療従事者の学ぶ機会を
増やすため、歯科職種も参加可能としていただけたら有難く
思います。

医療的ケア児・者等の受け入れ体制の充実について 資料１
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医療的ケア児・者等の受け入れ体制の充実について 資料１
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横浜市病院協会
副会長
細川　治　委員

レスパイト入院
新型コロナウィルスワクチンを医療的ケア者に接種する
取り組みに協力する

新型コロナウィルスワクチン接種希望の医療的ケ
ア者を把握し，状況に合致した接種に関するマ
ニュアルの作成，スケジュール調整

-

8

地域活動ホーム
どんとこい・みなみ
所長
中根　幹夫　委員

・自立支援協議会において、重症心身障害児者部会を設置し、地域課
題として継続的に検討している。

・医ケアコーディネーターにも定期的な参加を呼び掛けている。

・３号研修に職員を派遣し、少しずつ非医療職による医ケア対応を進め
ている。

看護師が夜勤をしてしまうと翌日の体制にも影響するの
で、ショートステイの受け入れが出来ていません。あと１
人でも夜勤可能な看護師が現れれば、逆に「医ケア対
応可能日」を設定し、そこに申し込んで頂く方法で受け
入れたいと以前から考えています。

医療職さえいれば医ケアの方の受け入れが急激
に進む訳ではありません。やはり、現場職員にも
医療知識や経験がどうしても必要です。人のから
だの仕組みなど基礎的な知識を習得できる研修
（できれば少人数のゼミナール形式）をシリーズで
企画して頂けたらと思います。

施設の看護師は人数も少なく、簡単に休む事もできないよう
な体制です（休めばその日の医ケアの方の受け入れができ
なくなってしまうので）。そういう時に、事業所や法人を越えて
応援し合えるような体制が地域で作れたらなと思います。

・医療的ケア児・者等への支援をするための知識
を得ることのできる研修会の周知

・医療的ケア児・者等への支援をするための情報
収集、情報提供

・医療的ケア児・者等への支援をするための知識を得ること
のできる研修会講師派遣

・医療的ケア児・者等への支援をするための情報提供

・障害者団体等との意見交換などの連携

6
横浜市薬剤師会
常務理事
川村　幸久　委員

1.在宅受入薬局リスト
医師の指示より導入できる在宅患者訪問薬剤管理指導に対応できる
薬局が掲載されております。ご依頼のサービス内容（薬剤、医療資材等
の取扱いの可否、無菌状態での調剤等特殊な設備が必要な場合など）
によっては即時受け入れができない場合があります。詳しくはご依頼希
望薬局へ事前にご相談ください。横浜市薬剤師会HPより閲覧、ダウン
ロードができます。

2.医師から薬剤師への情報提供書
横浜市医師会様にご協力頂き、医師から薬剤師への情報提供書を作
成いたしました。
薬剤師が欲しい情報を盛り込むことが大きな趣旨で、調剤上の留意点
と服薬指導上の留意点を盛り込ませて頂きました。情報提供書は必ず
この書式を使用いただきたいといった趣旨ではなく、あくまで薬剤師が
欲しい情報が盛り込まれた参考資料としてご活用頂きたいと考えていま
す。横浜市薬剤師会HPより閲覧、ダウンロードができます。

3.在宅受入可能薬局情報提供シート
医師以外の多職種の方々より訪問薬剤管理のご相談があった時に頂く
情報提供シートも作成、運用しております。
こちらは医療的な情報ではなく、在宅患者訪問薬剤管理指導導入に必
要な事務手続き的な内容となっております。医師の指示を受けた後迅
速にサービスへ繋げるための使用となります。横浜市薬剤師会HPより
閲覧、ダウンロードができます。

4.小児在宅医療研修会開催
小児在宅医療に携わられている能見台こどもクリニック院長小林拓也
先生やこどもホスピスプロジェクト代表理事田川尚登様に取り組まれて
いることをご講演頂きました。

・左記取り組みの周知

・医療的ケア児・者等への支援をするための知識を得る
ことのできる他職種主催研修会への参加協力、薬剤師
会会員への周知協力
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医療的ケア児・者等の受け入れ体制の充実について 資料１

9

社会福祉法人
横浜悠久会
昴保育園　園長
高居　仁美　委員

気管内吸引が必要な医療的ケア児を受け入れ、看護師がクラスに入
り、保育士と共に活動の支援をしました。また、この状況は、看護師連
絡会（保土ヶ谷区）で情報を共有してきました。局主催の医療的ケア研
修に参加し、看護師と共に園内研修を実施しています。

区役所等からの依頼があれば、可能な限り医療ケアが
必要なお子さんを今後も受け入れていきたいと思ってい
ます。それには全職員に定期的に会議等で医療的ケア
について学ぶ場を設けていきます。受け入れる際必要
な事①保護者の希望、同意②出生時からの情報③緊急
時の対応（病院との連携）④保育園の理解⑤保育士の
同意⑥看護師の同意⑦保育士、看護師の確保などでこ
のうち一つでも欠けると受け入れが難しいと思います。

①医療ケアの必要な児、者は何かしらの障害を
もっています。その個々の障害レベルや医療ケア
の内容によって受け入れ先の施設が違ってくると
思います。個々の全体像を把握して受け入れる先
の施設を決定する、専門の窓口及び専任の役職
を各役所にまずは設置して欲しいと思います。

②病院では、医療ケアの必要な子どもたちが生ま
れ重度の障害を持ち自宅に帰されています。自宅
に帰る際、自宅に帰れるか？施設なのか？この
時点でコーデネイトされなければなりません。でも
現状としては、受け入れる施設が少ないと思いま
す。（施設がいいとは思いませんが・・）個々の障
害や医療ケアの内容に応じた受け入れ先を増や
す必要があります。そして、それぞれの施設に必
要な人材育成のシステム作りと構築をお願いした
いです。

医療ケアの子どもを受け入れるには、看護師１人だけでは対
応が難しい現状があります。医療ケア児の担当している訪問
看護ステーションからの協力やノウハウを学んでいくことが出
来るなど連携がとれるとよいと思います。又医療的ケア児を
受け入れている施設等からノウハウを学びたいです。

10
横浜市幼稚園協会
副会長
渡邉　英則　委員

幼稚園では、障害児は多くの園で受け入れるようになったが、それでも
入園を断る園はいまも多い。在園・卒園児の弟妹が入園するケースは
あると思うが、それ以外、医療的ケア児を受け入れている園はほとんど
ないと思われる。
そのため、配慮が必要な子どもについての研修会は毎月事例を持ち
寄って行っているが、医療的ケア児がテーマになることはほどんどな
い。

幼稚園には、０，１，２歳児が在園してないこともあって
看護師がいない。
そのため、医療的ケア児に対しての対応はできないとい
う考えの園が圧倒的である。
また団体としても、医療的ケア児を受け入れた実践事例
や情報などもほとんどない状態である。医療的ケア児に
ついて、機会を設けて情報発信を積み重ねていくことは
できると思う。

幼稚園や認定こども園に医療的ケア児を受けれる
ような手助けとともに、園の子ども達との生活の中
で、このように育っていたという好事例を、行政が
園を支えて作っていってほしい。
幼稚園で受け入れるためには、多くの課題もあり
ながら、それ以上に、医療的ケア児にとっても、ま
た園の子ども達にとっても、共に生きることの大切
さを感じる機会を作っていってほしい。

幼稚園では、どうしても医療的ケア児を受け入れることの困
難さに関心が集まり、安全面などの配慮が園ではできないと
感じてしまう。
園に在籍するかどうかではなく、月に1回の園訪問で交流す
るなど、もっと柔軟に、そして安全が確保された上で、子ども
同士の交流できるような形ができてくると、徐々に医療的ケア
児に対する考え方も変わっていけるのではないかと思う。
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神奈川県立
金沢養護学校
校長
鈴木　英資　委員

・医療職等の体験・見学実習等の受け入れ

・医療的ケアを実施するにあたっての研修の実施

・学校現場における医療的ケアの実態紹介や見学等の
受入れ

・学童事業「はまっ子」のような、校内資源の開放

・通学支援や放課後デイサービスなどへの医療職
配置の推進

・学校現場への医療職、福祉職等配置実現に向
けた国（法改正）へのアプローチ

・学校看護師の育成・派遣等

・研修実施にあたっての講師派遣等
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NPO法人
フュージョンコムかな
がわ・県肢体不自由
児協会
理事長
成田　裕子　委員

◯喀痰吸引等研修の特定の者対象研修（3号研修）と指導者（看護師
等）育成伝達講習を開催

◯上記の研修資格のフォローアップ研修

◯喀痰吸引等に係る相談

◯常時ケアが必要な方の卒業後の生涯学習の訪問サービス事業

◯医療的ケアに対する各事業所の困りなどについてで
きるだけ相談にのり、一緒に解決策を考える

◯喀痰吸引等の登録研修機関の一つとして、現状の困
りや、制度の維持・改善の方向を行政に伝える

◯資格取得者のフォローアップ研修等を開催し、知識や
技術の再確認の場を保障する

◯特別支援学校卒業後、常時ケアが必要な方の
生涯学習の訪問サービス事業への事業支援

◯医療的ケア児者対象のの新しい取り組みやノウ
ハウの紹介

◯コロナ禍や災害時の情報発信

◯フォローアップ研修への積極的な参加

◯職場外研修への積極的な参加。
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横浜重心グループ
連絡会
～ぱざぱネット～
西村　朋美　委員

・重症心身障害児・者の進路と生活支援を考える懇談会

・重心生徒の進路状況に関わる連絡会（横浜市支援センター主催）定
期的な参加

・各団体での自立支援協議会へ定期的な参加・定例会での各会との情
報共有

・年に1回定期的に各団体からの要望をまとめ福祉局との話し合いの場
をも受けていただいている。

・福祉施設や各機関分野などに協力をいただき勉強会
や講習会の開催。個々の課題点を共有し各機関への要
望へつなげる。

・当事者の問題を把握して欲しい。（相談支援に相
談することで解決できる問題も多くなりましたが、
施設の受け入れできない状況等は相談員では解
決できないことも多いので、当事者のニーズを把
握することで施設等に働きをかけていただきた
い。）

・これまでと変わらず、当事者が知りたい情報や制度等につ
いて学ぶ場として、勉強会での講師依頼等にご協力お願いし
ます。（医療コーディネーターについてまだ、当事者へ知られ
ていないことも多く、各区での講習会や学校等でもいいかと
思いますが、知れる機会を作っていただきたいです。）


