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令和２年度第１回横浜市医療的ケア児・者等支援検討委員会 

日  時 令和２年７月20日（月）午後７時00分～午後８時44分 

開催場所 市庁舎18階 共用会議室みなと１・２・３ 

出 席 者 

武安委員、赤羽委員、小林委員、星野委員、河村委員、二宮委員、川村委員、 

細川委員、石橋委員、中根委員、萩原委員、武居委員、高居委員、渡邉委員、 

鈴木委員、成田委員、西村委員 

欠 席 者 なし 

開催形態 公開（傍聴者３名） 

議  題 （１）医療的ケア児・者等に関する実態把握について 

決定事項  

議  事 開 会 

（田辺係長）それでは、定刻になりましたので、ただいまから令和２年度第１回医

療的ケア児・者等支援検討委員会を開催いたします。本日司会を務めます、健康福

祉局障害施策推進課の田辺と申します。よろしくお願いいたします。 

 議事に先立ちまして、本会議を傍聴される方々にお願い申し上げます。本日はお

越しくださいまして、どうもありがとうございます。会議の円滑な進行を図るため

に、机上に事前に何点かお願い事を書いておりますが、ご協力くださいますように

どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、本日の会議ですが、今の段階で、河村委員と川村委員がお二人ともまだ見

えていないのですが、今日出席とは伺っております。現状、２名いらっしゃいませ

んが、委員17名のうち15名出席、予定ですと17名出席ということになります。本市

のこの検討委員会運営要綱第５条第２項に規定しております委員の過半数を満たし

ていることをご報告いたします。 

 

（１）障害福祉保健部長あいさつ 

（田辺係長）初めに、障害福祉保健部長の上條から本日のご挨拶を申し上げます。 

（上條部長）横浜市健康福祉局障害福祉保健部長の上條でございます。本日はお忙

しい中ご出席くださり、どうもありがとうございます。この横浜市医療的ケア児・

者等支援検討委員会につきましては、昨年、横浜市障害者施策推進協議会の下部組

織として立ち上がりまして、昨年10月に第１回の検討委員会を開催したところで

す。本来でしたら、年が明けて今年３月、前年度の終わりに第２回目を開催する予

定でございましたが、ご存じのとおり、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、中止といたしました。それに続いてということで、本来は秋頃の開催を予定し

ていたのですが、今年の１回目を少し早目にこの７月に開催させていただいたとい

うことでございます。 

 そもそもこの検討委員会ですが、昨年10月、立ち上げのときにご説明していると

ころですが、児童福祉法に基づいて、保健、医療、福祉、教育、その他の各関連分
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野の支援を行う機関との連絡調整を行うために、継続的に意見交換や情報共有を図

る協議の場として立ち上げて、この会合を重ねていくということを想定しておりま

す。今回につきましては、昨年に続きましての開催とは言いながら、少し間が空い

ているということで、状況をそれぞれ確認し合えればと考えております。ちなみ

に、昨年度は横浜型医療的ケア児・者等コーディネーターの養成、その前の年から

行っていましたが、昨年度もそのコーディネーターを５人養成いたしまして、市全

体で６人で市域を全て見ていくというような体制が始まっております。このことに

つきましては、横浜市医師会を初め関係者の皆様のご尽力に、この場をお借りしま

して改めて感謝を申し上げさせていただきます。また、ほかにも支援促進事業を行

ってきているわけですが、この協議会もその一つの取組ということになります。 

 それから、コロナウイルス感染症につきましては、医療的ケアの必要なご本人・

ご家族の皆さんが大変ご不安に感じていらっしゃると思います。行政としまして

も、そうしたご家庭にアルコール綿や手指消毒液の配布をさせていただいていると

ころですが、実際にその対象となる配布する先ということを、必ずしも全て正確に

把握できていないという状況もございます。医療的ケアの必要な方、ご家族に対し

て必要な支援をどうしていくかということを検討するこの会でございますが、本日

のテーマとしましても、その対象の方の把握ということについて皆さんと考えてい

ければと考えております。 

 本日お集まりの委員の皆様におかれましては、どうぞ活発にご議論いただき、そ

れぞれのお立場から貴重なご意見を頂きますようお願い申し上げまして、挨拶とさ

せていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

（田辺係長）上條部長、ありがとうございます。 

 ではここで、会議の前に、今年度最初の委員会ということで、事務方に変更があ

りましたのでご紹介させていただこうと思います。お時間の都合もありますので、

私からお名前を読み上げさせていただきます。ご了承ください。皆様、お手元に事

務局名簿を資料と一緒にお渡ししているかと思いますが、そちらをご覧いただけれ

ばと思います。 

 まず、こども青少年局こども福祉保健部長の武居でございます。 

 同じく、こども青少年局総務部医務担当部長の岩田でございます。 

 同じく、こども青少年局障害児福祉保健課長の内田でございます。 

 健康福祉局障害福祉保健部長の上條でございます。 

 同じく、健康福祉局総務部医務担当部長の五十嵐ですが、申し訳ありません、本

日は欠席でございます。 

 続きまして、同じく健康福祉局担当部長の田中でございます。 

 同じく、健康福祉局障害施策推進課長の佐渡でございます。 

 また、健康福祉局障害自立支援課長の渡辺と健康福祉局障害施設サービス課長の

宮嶋ですが、申し訳ございません、本日は欠席でございます。 
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 続きまして、医療局疾病対策部長の石井でございます。 

 同じく、医療局がん・疾病対策課在宅医療担当課長の西野でございます。 

 続いて、教育委員会事務局インクルーシブ教育担当部長の佐藤でございます。 

 同じく、教育委員会事務局特別支援教育課長の高木ですが、本日欠席でございま

す。申し訳ありません。 

 続いて、特別支援教育課担当課長の藤原でございます。 

 以上、今年度の事務局になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、ここから、武安委員長にご挨拶をお願いいたしたいのと、引き続き議事進

行をお願いいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（２）委員長あいさつ 

（武安委員長）どうもありがとうございました。委員長を務めさせていただきます

横浜市医師会副会長の武安でございます。本年度、令和２年度第１回ということ

で、前年度も２回やる予定が、３月に潰れて１回しかやらなかったのですが、前回

のときは開港記念会館で皆様にかなり活発なご議論をいただきまして、今後の在り

方についてというお話をさせていただきました。今回は、昨年度にコーディネータ

ーが５人、都合６名配置されまして、今言ったコロナの関係でなかなか活発にとい

うわけにはいかないですが、後ほどご報告もあるとは思いますけれども、粛々と活

動を開始したので、皆様、温かい目で見ていただければと思います。本日はよろし

くお願いいたします。 

 

議 題 

医療的ケア児・者等に関する実態把握について 

（１）内容説明 

（武安委員長）それでは、早速ですが、議題のほうに入らせていただきます。医療

的ケア児・者等に関する実態把握についてということで、まず、（１）内容説明と

いうことで、佐渡課長、よろしくお願いいたします。 

（佐渡課長）障害施策推進課の佐渡でございます。着座にて説明させていただきま

す。お手元の資料１をご覧ください。医療的ケア児・者等に関する実態把握につい

てでございます。 

 昨年度、この会議を実施させていただきました前回の会議のときにも、委員の皆

様方から、まずは医療的ケア児・者の実態をきちんと把握するべきだと。それがあ

って、どのような社会資源が必要なのか、用意していくべきなのかということが出

てくるだろうということを、ご意見として頂いていたところでございます。どのよ

うに実態把握をしていくかということを検討してまいったところでございますが、

１の趣旨にありますとおり、今回、この新型コロナウイルスの感染が拡大してきた

中で、市内の医療的ケア児・者にアルコール綿や手指消毒用のエタノールを配布す
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るという、医療的ケアの必要な方々のご家庭にお届けすることが必要になってまい

りました。ご存じのとおり、マスクから始まって、市内の医療機関やコンビニエン

スストア、ドラッグストアとかで、こういう衛生物品が非常に不足したという現状

がございます。国のほうでも、国が持っている在庫を配布するということも含め

て、この間、３月、４月と進めてきたところでございますので、それを実施するた

めに、ある意味、医療的ケア児・者の方々の実態把握をせざるを得ない状況になっ

たということがございます。ただ、手法として十分なものではないと事務局側も思

っており、それを踏まえて今日、こういうやり方があるというようなご意見を含

め、頂ければと思います。 

 ２に、横浜市における実態把握状況というものを参考までに書かせていただきま

した。この児童福祉法の改正前、医療的ケアのある子供たちが課題になり始めた頃

から、県内ではある程度把握に向けた調査を実施したところでございます。（１）

にございますのは、星野委員の所属する神奈川県立こども医療センターで、小児在

宅医療患者実数調査が平成27年に実施されました。このとき、18歳未満の医療的ケ

ア児の人数は約500人と、この調査では推計されています。また、重症心身障害児者

の把握名簿、これは横浜市で持っている名簿でございますが、これに基づく推計と

しては、約1450人いるだろうという想定をしておりました。真ん中にイメージ図が

ございますが、医療的ケアのある方と、医療的ケアはないけれども重症心身障害で

ある方、また、医療的ケアがあって重症心身障害児・者の方、マトリックスのよう

な図になっておりますけれども、こういう想定の中で、全体の総計としましては

1500人ぐらいの方が横浜市内にはいらっしゃるであろうと考えているところでござ

います。 

 また、（３）ですが、ＮＤＢを用いた調査ということで、ナショナルデータベー

スを用いて、医療局で平成28年に、厚生労働省で当時実施しておりました研究に準

ずる形で、市内の医療機関を対象として実施したところです。その結果、27年度の

１年間には月平均724件の診療報酬請求、レセプトで医療的ケアの子供と定義される

方々の診療報酬請求があったということが見えてきております。ただ、「※」にご

ざいますとおり、ＮＤＢの利用の制約上、全レセプト件数ではないということと、

年齢的には０歳～19歳に係る未成年のレセプトを抽出して実施したということで、

完璧なデータではないというところがございます。 

 めくっていただきまして、２ページですが、（４）ということで、新型コロナウ

イルス感染症対策としての実態把握でございます。これが、この５月、６月に実施

してきたアルコール綿や手指消毒用エタノールを配布するために、各関係機関に照

会を行った結果でございます。国のほうでも、この５月、６月には子供だけではな

く、大人も含めて調査・配布をして構わないという通知も出てきた関係で、児だけ

ではなく、医ケア者も含めての調査をさせていただきました。把握結果は、こちら

のアにあるとおり1201名ということで、医療的ケア児が447名、医療的ケアのある者
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は、65歳以上も含む数ですけれども、754名ということで、今年６月時点の数字にな

っております。どうやってこの名簿を把握したかといいますと、イの照会対象のと

ころでございますが、まずは市内の全訪問看護ステーションに、市内在住者で訪問

看護を利用している医療的ケアのある方を、提出をお願いしました。また、（イ）

の区役所では、区の福祉保健センターで把握していて、市内の訪問看護ステーショ

ンを利用していない方、または市外の訪問看護ステーションを利用している方につ

いて、報告してくださいとお願いしました。そして、（ウ）ですが、県立はこの間

調整が間に合わなかったので実施していないのですが、横浜市立の特別支援学校の

肢体不自由の学校を中心に、市内在住の医ケア児の報告を学校を通じていただきま

した。この名寄せをした結果が、1201名ということになっております。 

 ３の実態把握方法ごとの課題でございますが、平成27年、28年に実施してきたも

のについては、推計値であるということだったり、ＮＤＢにつきましては、医療機

関が横浜市内にあるところしか抽出できないということで、区ごとの人数が把握で

きないとか、細かな方々のＡＤＬ状況や医療的ケアの種別の把握が細かいデータと

してできないということがございます。また、最後にご紹介した、今回の新型コロ

ナウイルス感染症対策として衛生物品を配布するために行った実態把握では、重複

や把握漏れがあり得るということがデメリット、課題になっております。また、流

動的で時点が合わせづらいということで、５月１日に照会したのですが、６月１日

時点では1150名ということで、その後、訪問看護ステーション等々から対象者が引

っ越しされた、亡くなられたというような消除事由だったり、新たに加わったり、

また名簿に出し漏れていましたというようなこともあって、１か月で50名という増

が生じたということで、正確な情報がこちらの方法でもできなかったということが

ございます。 

 次の３ページですが、皆様にご議論いただきたいと思っております、今後行うべ

き実態把握方法です。現状の課題は今お話しさせていただいたとおり、実態把握の

対象者をまずどのように細かなデータまで拾っていくかという定義について、医療

的ケアの内容によって分けるのかどうかと。それから２つ目としては、実態把握の

目的ですが、収集したその情報をどのような場面でどのように活用していくのか、

それによって収集する内容も変わってくると思います。また３番として、まだ終息

していない新型コロナウイルス感染症対策として、対象者把握を踏まえた今後の、

実態把握方法と書いてありますけれども、こういった感染症や、これからは台風の

シーズンで、電気が必要な医療機器を持っていらっしゃる方に対しての対応も含

め、どこまでどのように実態把握を踏まえてやっていくのかということがあるかと

思います。 

 ３月に中止しました会議の資料として皆様にお送りしていたときにも、この５番

以降の参考は書かせていただいているのですが、当初このコロナがここまでの拡大

になる前に、案としては３つぐらい実態把握方法としてはあるだろうと事務局では
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考えておりました。 

 １つ目が、案１の四角にありますとおり、医療機関から、在宅療養指導管理料を

算定している人数と、対象患者の居住区別の人数を回答していただくという調査票

をお願いすると。この方法ですと、個人情報を収集しないので、本人の同意は必要

としませんが、デメリットとして、医療的ケアのない重症心身障害児・者の人数を

把握できないと。横浜市は医療的ケア児・者のこの支援事業の中で、同じ課題を抱

える重症心身障害児・者の方も対象としておりますが、その方々の情報が把握でき

ないということ。また、個人情報を取れないということで、年齢別とか、その方の

お一人お一人のＡＤＬ状況別とか医療的ケアの種別の人数が把握できないといった

デメリットがございます。また、複数使っている人は、医療機関複数から上がって

くるということで、人数的にはダブルカウントになる可能性も否めないと思いま

す。 

 また、案２でございますが、本人の同意を得た上で、医療・福祉・教育等の関係

機関から、本人に関する基礎的な情報の一部を回答してもらうという方法がござい

ます。このメリットとしては、医療的ケアのない重症心身障害児・者の方の人数も

把握できるということがあります。また、本人・家族の負担が少ないので、回答率

がある程度取れるだろうということが想定されます。ただ一方、デメリットとして

は、同意のない対象者の情報は把握できないので、どのくらいになるかということ

がございますが、正確度が低くなるということと、各関係機関に本人への説明や同

意の確認という負担が生じるということがあります。また、最後のレ点のところで

すが、対象者データがこの場合も重複するということが考えられますので、名寄

せ、整理が大変になると想定しております。今回の新型コロナの衛生物品配布の名

簿を作成する際も、カナ氏名と生年月日で名寄せして、かなり大変なところがござ

いました。 

 それから、めくっていただきまして４ページですが、３つ目の案でございます。

医療・福祉・教育等の関係機関から本人に調査票を交付してもらって、ご本人から

必要な情報を届け出ていただくという方法があるかと思います。この場合のメリッ

トは、先ほどの案２と同様でございますが、デメリットとしては、ご本人・ご家族

の負担が大きくなってしまうということで、回答率が低下してしまうということも

予想されるということでございます。この３案を考えて、これにプラスアルファし

て何か方法がありましたら、ご意見をぜひ頂ければと思います。 

 そこから、その下の（２）の他自治体の例、香川県、神奈川県の例を書かせてい

ただきました。これ以外に、昨年の台風で非常に大きな被害があった千葉県、それ

から規模的にはかなり大きい東京都も担当に確認するなりして調べてみたのです

が、いずれも100％という把握が難しいと。母数が何人いらっしゃるかということが

難しいということと、正確な一人一人の情報を必要とするときには、ご本人やご家

族にある程度の負担を課してしまうということが、全般的に他都市の状況でも同様
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のことが考えられていると感じています。神奈川県につきましては、案３と同じや

り方をもう実際にやっていて、継続的に今も受付をされているようですが、関係機

関を通じてご本人に基礎データを出していただくという方法で、昨年度時点では200

人ぐらいの方からご協力いただいて、ある程度細かな個人データも含め分析できて

いると聞いているところでございます。ただ、想定の全体の数からすると、100％に

近い数字にはならないというところで、本市としてもどのように把握を、より実態

に近い数字を出すとともに、それに基づいてどんな支援策が必要かということを検

討していきたいと考えておりまして、この実態把握というのが、実は現時点での一

番の課題になっているというところがございます。 

 ご説明が長くなりましたが、委員の皆様からご意見を頂ければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

（２）意見交換 

（武安委員長）どうもありがとうございました。コロナ騒ぎで大変なはずだった中

で進行したというお話も今回あるわけですが、いかがでしょうか。この実態把握に

ついて、ご意見・ご質問等ございますでしょうか。どうぞ。 

（二宮委員）歯科医師会の二宮です。佐渡課長と話が重なる部分もあるのですが、

歯科の分野なのですけれども、東京の多摩地域で多摩小児在宅歯科医療連携ネット

というグループがあります。そこは地域の基幹病院と、あとは多摩地域20の歯科医

師会から成る組織なのですが、そこが小児在宅、いわゆる医療的ケア児・者のお子

さんの在宅医療を歯科医療を始めようと思ったときに、徹底的に調べました。地域

で歯科医師会で調べたりとか、あるいは訪問看護ステーションで調査を依頼した

り、あるいは行政のほうで依頼して調査したのですが、どこの地域でどれぐらいの

医療的ケア児・者の方がいるのかというのが結局分からなくて、では、もう私たち

はそれは分からないから、取りあえずやるだけやってみようということでした。ま

た、私自身が千葉県の医療的ケア児のお子さんのお母様の話を聞いたことがあるの

ですが、先ほど佐渡課長のお話のとおり、複数からアンケートが来るらしくて、か

かりつけの病院さんからもアンケートが来て、同じアンケート内容が訪問看護ステ

ーションからも来て、学校からも来て、同じアンケートを３回ぐらい書かされると

笑いながら話していたのですが、結構そういうのはやむを得ないのかなと思ってい

ます。私個人の意見としては、佐渡課長のおっしゃるとおり、100％というのは難し

いので、可能な範囲で情報を収集するのでいいのかなと思っております。以上で

す。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。ほかに何かございますでしょう

か。星野委員、どうぞ。 

（星野委員）神奈川県立こども医療センターの星野と申します。すみません、昨年

の会議は欠席して、皆さんとお会いできませんでした。調査自体は、調査という形
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でやられてもいいとは思うのですけれども、皆さん分かっていらっしゃるように、

恐らく100％というよりも、全然いかないのではないかなと思うので、それはそれ

で、今やらなければいけない施策だったりに対しては調査も必要なことなのかもし

れないのですが、それとは別に、僕が神奈川県の医療課にずっと提案しているの

は、登録の制度をつくってほしいと伝えてあります。登録の制度として僕が提案し

たのは、すみません、僕自身が小児病院に勤めているので、基本的には、まずは児

の話をしています。多くの医療的ケア児が比較的大きな病院から発生するので、発

生の時点で保健に登録をするようなシステムをつくってもらえないかと。ある程度

の病院の数が限られているので、それは多分頑張ればできるのではないかと思いま

す。その上で、その保健からいろいろなところにつなげていくシステム、今回のコ

ーディネーターにもそういうところからつなげていくし、教育の現場ではもうある

程度の実数も実態もかなり正確に把握できているはずなので、そことマッチングさ

せていくことで、恐らく学籍のある年齢に関しては、その保健と教育の部分がつな

がれば、かなり正確に把握できるようになってくるだろうと思うのです。その保健

の登録に関しては、６年間我慢すればある程度一巡するので、毎年、情報の更新は

必要になるかもしれませんけれども、そのことをしっかりやれば、恐らく学籍年齢

までに関しては、６年後には、それでも転居者がいたりする関係もあるので100％に

はならないかもしれませんが、かなりいいところまではいくのではないかなと思う

のです。者に関しては、福祉のほうのいろいろな、手帳の登録だったりから医療的

ケアをどのように抽出するかというのは非常に難しい課題が残りますけれども、あ

る程度把握につながるのではないかとは思います。児の部分で、今の話の中で問題

になるのは、恐らく医療的ケアのない障害の方々をどう拾い上げていくかというの

は今のやり方だと難しいかもしれませんけれども、そういった提案を神奈川県にし

ているので、できれば政令市にもその話に一緒に乗っていただけると、神奈川県全

体を把握することにつながるだろうと思っています。既に幾つかの神奈川県内の自

治体では保健が頑張って活動して、ほぼ全数把握をそういう地域ではできていると

ころがあるので、恐らく横浜でも区ごとに頑張っていただくとできるのではないか

なと思っています。以上です。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。どう

ぞ。 

（赤羽委員）横浜市医師会の赤羽と申します。今、佐渡課長のご説明いただいた内

容を簡単に確認させていただくと、１ページ目では、多分1500人ぐらいいるだろう

と。２ページ目の、実際1200人ぐらいだから、残り300人ぐらいが把握できないまま

いるのではないかということで、３ページ目からのところなのですけれども、この

案１は、これは特定できないので、名寄せができないということになりますよね。 

（佐渡課長）はい。 

（赤羽委員）そうすると、案１は、これをもし出してもらっても、名寄せできない
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と、同一人物が２度カウントされてしまうかもしれないから、そうすると、具体的

には案２か案３ということになるのかなと思ったのです。今、星野先生にもご説明

いただいたように、恐らく区ごとに本人に登録してもらうという形が一番いいので

はないかなと僕たちも思っています。そのときに、本人が何で今登録しないかとい

うと、登録することで自分の秘密がばれてしまうというか、見られたくないものが

見られてしまうのではないかと思うから、何となく名前を挙げてほしくないとなる

のです。だから、今回みたいなこういう新型コロナの問題があると、登録しておく

ことでメリットがあると。つまり、例えばアルコールを優先に供給してもらえると

か、これから災害においては、登録しておくとこういうことを先にやってもらえる

よと。避難場所がどうだよという情報がもらえるとか、実際そういうところに行け

るとかという、何かそういうメリットに結び付けて、そういう情報を広めていっ

て、星野先生がおっしゃるとおり、６年間の間にいろいろな形でやっていければ抜

けがなくなるのかなと思いました。以上です。 

（武安委員長）ほかに何かございますか。どうぞ。 

（小林委員）能見台こどもクリニックの小林と申します。先ほどの星野先生の提案

に対して、ちょっと１個難しいところがあるかなと思うのは、うちのクリニックで

今まで、施設のほうで120～130人の契約者さんがいるのですけれども、その中で６

人から７人ぐらいが、ちょっと正確な数は分かりませんが、生まれたとき、それか

ら退院したときには医療的ケアは必要なかったのだけれども、途中から医療的ケア

が必要になったケース、５％ぐらいかなと思うのですが、そういう方がいらっしゃ

います。ですので、そこら辺は、今の大きな病院を対象に、出してくる側からだけ

の調査だと漏れてしまう可能性があるのではないかなというのが一つ気になりま

す。 

 それから、その前段で、２ページ目にある在宅療養指導管理料のこの解説が間違

っています。これは訪問の話だけになっていますけれども、在宅療養指導管理料は

訪問とイコールではありませんので、これは修正してください。 

 今回のアルコール等の配布、優先供給で、これだけの人がピックアップされてく

るというのはかなり驚きなのです。やはり患者さん側としては、メリットがなけれ

ば面倒くさいアンケートに答えたくないよというのは確かだと思うのです。メリッ

トをどのようにつくるかによって、恐らくこの患者さん側に対するアンケートの回

収率もしくは何かに登録してもらうときの登録料がすごく上がってくるのだろうな

と考えます。そうすると、何がメリットになるのか、それを議論するのも一つ必要

なことなのではないかなと。今、僕の頭の中でざっと考えた、一番患者さんたちに

とって喉から手が出るほど権利が欲しいものとしては、福祉避難所の登録はかなり

大きなメリットになってくるのではないかなと思っています。ただ、福祉避難所の

登録を医療的ケア児とか重症心身障害児だけやって、知的とか自閉症の子をやらな

いでそれでいいのかという専門性をどう取るのかという問題点はあるのは十分分か
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ってはいるのですが、やはり何かメリットがなければ答えない、面倒くさい、それ

は確かだと思うのです。１人の重症心身障害児の方が、５年間ぐらいでどのぐらい

アンケート調査を受けているかというと、結構たくさん受けているのです。横浜市

もここのところ連発していますが、同じ調査で３か所から来てしまったというよう

なさっきの話は、同じ調査を答えている方はもう答えないでくださいというような

形で重複をある程度防げるとは思うのですけれども、もう何の調査を受けたかをみ

んな分からなくなってしまっているのです。何かこの前アンケートを書いたのと同

じような内容なんだけど、ちょっと違うような気もするし、また答えておきました

というような形になってしまうので、きちんとしたメリットを提示することが大切

なのではないでしょうか。 

 発言させていただいたついでにもう一個だけ。この実態把握とちょっとずれてし

まうのですけれども、発言を許していただければと思います。今回、手指消毒及び

消毒用のアルコール綿の配布ということだったのですけれども、在宅療養児、特に

医療的ケアのある子たちの中で、アルコールを使っている子は非常に少ないので

す。アルコールを使わないで、在宅ではほとんど次亜塩素酸ソーダでいろいろな機

器の消毒をしているのが一般的です。家庭内では水平感染を気にする必要はありま

せんので、次亜塩素酸ソーダもしくは水道水、ティッシュペーパー等でやっていま

す。唯一、そういう子たちが学校に行ったときだけ、水平感染が起き得るので、酒

精綿、アルコール綿が必要になるのです。それなら、こんなアルコールの配布をし

ているぐらいだったら、学校がアルコールを準備すればいいだけの話ではないのか

とちょっとけちをつけたくなる気持ちがありまして、本当にどういう物品が必要な

のかということが今回テーマに入らなかったのですけれども、それは先に検討しな

いといけない一つなのではないかなと思っています。実際には、ティッシュペーパ

ーで吸引チューブをぬぐって、次亜塩素酸ソーダの水溶液を吸引して中を消毒し

て、またそれを次亜塩素酸ソーダの水溶液の中に浸けて保管すると。アルコールは

一切使わないのです。実際に市から供給を受けた患者さんの親御さんにも聞いたの

ですが、「もらえるというからもらったんだけど、うちで全然使わないんだけど、

先生のところで使いますか」と言われたのが結構な数でいましたので、そこも今回

の検討課題には入っていませんが、どこかで検討していただきたいと思います。 

 長くなりましてすみません。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。どうしても医療的ケア児・者は医

療関係者の発言が多いのですが、福祉のほうからいかがでしょうか。こういう問題

のときは、何かあったときのとか、何かメリットとかということで、何かご意見が

あれば。お願いします。 

（武居委員）前回欠席しましたけれども、横浜医療福祉センター港南の武居です。

市で準備した調査の計画は、ほぼ網羅されているのかなと思いながら読んでいたの

ですが、あと幾つか付け加えるとすれば、一つは、障害者センターの中に進路指導
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のグループがあって、特に肢体不自由、重心の子供たちの１年生から高校３年生ま

で、これは特別支援学校に限りますけれども、星野先生がおっしゃったように、も

う昔からずっとかなり実態把握がありますので、毎年どこの地域でどれぐらいの子

供たちが卒業して、地域に出てくるかというのが把握されているのです。そのデー

タでは、横浜において地域格差がすごくあって、鶴見とか港北とか北部のほうに住

んでいる人たちは、本当に卒後の行き場がないのです。それに対して、南のほうの

子供たちは比較的行く場があるということで、ニーズにすごく地域格差が生じてい

るということが把握できますので、そういった情報は非常に重要ではないかと思い

ます。かなり地域的な配置をしていかないとマッチしないだろうということが分か

りますので、これは、データ自体は障害者支援センターにデータがストックされて

いるので、そこからも調べればすぐに分かることです。 

 もう一点目、これはやってみないと分からないのですけれども、ここ５年ぐらい

で指定特定相談支援事業所が網羅されてきたので、そこに調査をかけて。サービス

等利用計画の調査に当たっている担当の方たちに、重心の方たちの中長期のサービ

ス計画をこしらえているわけですから、今現在のサービスの状況と今後必要なサー

ビスの状況というのは、調査票を設計すればある程度、福祉的な課題も見えてくる

のかなと思いました。以上です。 

（武安委員長）どうもありがとうございます。どうぞ。 

（西村委員）当事者の親の団体のぱざぱネットの西村と申します。ちょうど私の子

供も医療的ケアがありまして、そういう形では家庭内でやっているのと、あと特別

支援学校には通学しています。今聞いていて、当事者の私たちの、本人の家族から

言いますと、先ほど先生がおっしゃっていただいたメリットという部分はすごく大

きくて、実際本当にいろいろなところからアンケート調査はやってくるのですが、

それに書いている内容で、こういう内容で登録しておかなければいけないなと思う

ものにはすぐ飛び付いてみんなアンケートを書くというか、それこそ防災とか災害

とかそういったところはやはりみんな関心があって、困り事があると、そこには登

録しておかなければいけないなと思います。 

 あと今回、新型コロナで、２月、３月、私たちは本当に怖かったです。３月はも

う本当に感染の人数の拡大が増えてきて、そういう形では家での過ごし方、外出す

ることとか、あと学校でどのように過ごしていくのかと。その後、学校はすぐ休校

になりましたので、学校はあれだけれども、家族の負担はかなり大きかったところ

もあったのです。そういう中で、物品が足りなくなるというところの気持ちもやは

り不安にもなりましたし。全部の方が手のアルコールの消毒が必要か必要でないか

というところは、各家庭とか先生方のご指導の下に皆さん各家庭でやっているの

で、どんな物品が必要になるかは個々に随分と違いが出ていて、不足する部分もか

なりあったのです。そういう中で、こういった調査が行われたときに、自分たちの

困っているところとか知っていただきたいところを調査とかで把握していただきた
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いと。あと、医療の内容とかそういったところも知っていただきたいというような

ことで答えることは多いと思うので、メリットと言ったらちょっとあれなのですけ

れども、どういった形での調査でこういうことをやりたいんだというようなことの

名目がはっきりしていると、皆さん登録とかアンケートには答えやすいのかなと。

少しの負担があったとしても、やはりしておかなければという気持ちにはなるので

はないかなと、今聞いていてちょっと思いました。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。現場のほうからは、メリットがあ

れば対応しますよということで、今ご意見を頂きましたけれども、いかがでしょう

か。実際、こういうことは小学校・中学校ぐらいの義務教育までは何とか把握する

ことがあると思うのですけれども、上へ行ってしまったりとか転校したりとか、あ

と社会に出てきてしまうと、それがうまくつかまらないと。特に医療的ケア者の場

合は、社会に入ってしまうと、個人個人のあれになってしまうというところがある

のですけれども、どうでしょうか。今、佐渡課長に回答方法を幾つか挙げていただ

いて、それぞれにメリット、デメリット等があることは当然重々承知なのですが、

１個と言わず、何かハイブリッドみたいな形でできればいいと思うのですが、どう

でしょうか。ここはこうしましょうという場ではないので、こうしたらよりいいの

ではないかというようなご意見とかは何かございますでしょうか。社会資源を使っ

てやらなければいけないということがあって、個人情報のこともありますし、ハー

ドルが高いということは事実ですけれども、今回コロナウイルスで物を配るという

非常に即物的な観点からかなり進んだということもあります。また、今回は感染症

ですけれども、これが災害とかそういったたぐいのものになったときにどうすれば

いいかということは考えておかないといけないので、そういう意味で把握できれば

と思います。どうぞ。 

（中根委員）どんとこい・みなみの中根です。案の１から３までを見ていくと、大

きな分かれ目としては、生活状況まで把握するのかしないのかということと、医療

的ケアの必要ない人まで把握するのかしないのかというところになるのかなと思う

ので、そうなってくると目的ですよね。この数の把握を何に使うかと。さっきメリ

ットの話もずっと出ていましたけれども、メリットを示さないと回収率にももちろ

ん影響すると思いますし、逆に、西村委員の話にもあったように、この障害の状況

を、自分たちの生活の大変さを知ってもらいたいという思いのある保護者の方もた

くさんいらっしゃるので、そういう意味でも、生活の状況まで書き込んでいただい

て本当に何を把握したいのか、どこまで把握するのかという目的のほうを先に話を

したほうがいいのではないか。分かれ目として、本当に生活状況まで把握する必要

があるのであれば、この案の１から３でいえば３になるわけだし、という話の詰め

方のほうがいいような気がするのですけれども、いかがでしょうか。 

（武安委員長）今はそういう、方法でどのようにするかというご意見がございまし

たが、いかがでしょうか。どこで線を引くかということですよね。どうぞ。 
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（二宮委員）先ほど西村さんからアンケートが大変ということを聞いてなのです

が、調査方法もそうなのですけれども、あと調査の頻度も考慮しなければいけない

かなとちょっと思いました。いろいろなご意見を頂いて、とにかくアンケートが多

い、大変だと思うのです。これは、医療的ケア児・者の方は絶えず新しい子が生ま

れてくるわけで、それを例えば頻繁に調査していたら、それこそ疲れ果ててしまう

ので、どれぐらいの間隔で調査するとか、そういうのも将来的には決めていかれる

のもいいかなと思いました。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。何かほかにありますか。この手の

ことは難しいですね。配置を早くするのは普通の人でも難しいですから、まして

や、どうしてもこういう何か持っていらっしゃる方というのは表に出てこないこと

が非常に多いので、それを無理に掘り起こしてしまうと、デメリットのほうが目立

ってしまうようなこともあります。実際にこれは、ここでこうしなければいけない

というのは別に構わないわけですよね。こういうものがありますよということで、

皆さんのご意見を聞いて、実際にここにも香川県とか神奈川県でやっている方法が

書いてありますけれども、これが必ずしもベストウェイではないので、横浜方式と

いうか、そういうものをまた新たに考えればよろしいと思います。全体を通してど

うでしょうか。何かもう少しご意見があれば。どうぞ。 

（赤羽委員）横浜市医師会の赤羽です。そもそもこの人数把握をどうして必要とす

るかというと、初めに医療資源のほうが割と、例えば区ごとに数が出ているので

す。これが足りているのか足りていないのか、つまり我々がもっと在宅小児に関わ

ってくれる人たちを増やすべきなのかどうなのかというのは、そこの区に住んでい

るお子さんの数が把握できないから、それを把握できるともうちょっと分かるかな

という。区ごとの実際のお子さん、もちろん医療的ケア者も含めて、どれぐらいそ

ういう医療を求めている人がいるのかという数が分からなかったので、把握してお

きたいと考えました。そうすると、先ほど生活状況まで把握しておくべきかどうか

というご質問を頂いていましたが、今のところはそこまで深くは要らないのかなと

私たちは思うのですけれども、小林先生、いかがですか。 

（小林委員）最初から生活状況から何から何まで全部把握しようというのは難しい

と思うので、赤羽先生が言われたとおりに、２段階、３段階考えていくべきなのか

なとは思います。ただ、この案の１に関してなのですけれども、在宅療養指導管理

料を切り口としてやっていく、これが一番、医療的ケアの種別は関係なく、医療的

ケアの人数を把握するには一見いい方法に見えるのですけれども、この中で在宅寝

たきり管理指導料という非常に厄介なものがありまして、これは医療的ケアがなく

ても取れてしまうのです。だけれども、大人の経管栄養だけの人は、ほかの管理料

がないので、この在宅寝たきりをカウントしないとカウントできないのです。それ

から、小児でも大人でも、経管栄養がなくて吸引だけの人はこの在宅寝たきりの中

に含まれてしまって、それ以外の加算で拾い上げることは不可能です。したがっ
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て、在宅療養指導管理料からを切り口として攻めていくのは非常にリスキーだと思

います。もともとこの在宅療養指導管理料というのは、医療的ケアだけを求めて設

定された管理料ではありませんので、医療的ケアのカウントにこれを利用すると大

きな落とし穴に陥るのではないかなと。ここからは無理だろうと思います。概数を

出すのだったらできると思いますけれども、実数把握という意味ではこれは使えな

い手法だと思いますので、赤羽先生の言われた、最初は人数を調べようよ、区ごと

に出そうよと。そのとおりだと思うのですけれども、何かのメルクマールを取って

くるのだとしたら、在宅療養指導管理料以外のメルクマールを取ってこないと難し

いだろうと思います。 

（武安委員長）どうもありがとうございます。福祉関係の方は、在宅医療という、

これはレセプトの関係なので、あまりぴんとこないかもしれませんけれども、実際

に我々が診療に携わって、そのときの費用を頂くときの一つの項目なのです。です

から、いろいろなものが入ってしまうというのが今の小林先生のご説明でしたけれ

ども、１個とは限らないし、これだけとも限らないしということなのです。しか

も、これは普通の脳梗塞とかそういう診療等も入ってしまうのです。ですから、あ

くまでも医療的ケア児・者とは若干色合いが違うかなということなのです。何か福

祉系の先生方、また給付関係の方、どうでしょうか。どうぞ。 

（武居委員）一つは、成人期のサービスの中で、卒業してきた子供たちは在宅で暮

らしたいという人が非常に多いのですけれども、通う場所をちゃんと保障できるか

というところに少し展望をつくれればと思うのです。というのは、今の生活介護の

通所事業を開始するに当たりまして、重心の人たちを受け入れるためには相当広い

スペースを借りなければいけないのですが、現状の補助金ですと、とてもそれが賄

えないです。したがって、家賃の安い場所としたら横浜の南のほうになってしまっ

て、北部のほうはスペースも家賃も高くてつくれないという地域偏在が顕著にあり

ます。そういったことから、結果的には北部の人たちの通う場所がもうなくて、今

まで１か所に通っていたのに、大人になったらもう３つ、４つに毎日入れ替わり立

ち替わり行くような現状になっていて、そこの通勤を全部親がやっているというよ

うなすごい悲惨なことが起きているのです。そういったところが開所されていくた

めには、横浜市が独自に補助金をして、重心の人たちが受け入れられるような施策

を打つ必要があるのかなということです。 

 あともう一つ、今、港南でも話しているのですけれども、短期入所のベッドのつ

くり方は、重心の人を念頭にしてしかつくっていないのですけれども、動く医ケア

のある子供たちが使いたいといったときに、どれぐらいのニーズがあってどういう

配慮をすれば使えるのかと。今のところだと完全にフリーなので、そういう子たち

を受け入れるのはリスクが高いのですけれども、そういった子供たちのニーズと、

それからどういう環境があれば受け入れられるのかという、そんなことも今回の調

査の中で明らかになったらいいかなと思っています。市のほうの、四角の中に、最
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近のサービスの中だとサービス等利用計画という相談事業が開始されていて、ある

程度、成人期の方たちの代弁者としては、あと数年たつとこの人はこういうニーズ

が出てきますよ、こういう支援が必要ですよというのは、そういった現場を通じて

把握することもできるので、そういったところからデータを取りながら、今後の見

通しを持つというのもポイントになるのかなと思っています。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。その辺のことに関しては、どうも

実態把握の先のもう一歩進んだところの話になりそうなので、ほかはよろしいです

か。大体これでご意見は出尽くしたような感じでよろしいですか。先ほど申し上げ

たように、これを１つのものにまとめるのはかなり難しいのですけれども、今いろ

いろと頂いた意見を参考にして、どうしましょうかという話で、もう少しこの会の

中でまとめたいと思いますので、そういうところでよろしいですか。では、ここの

議題はこれにて終了させていただきたいと思います。 

 

報告事項 

医療的ケア児・者等支援促進事業の取組状況について取り組み状況 

（１）内容説明 

（武安委員長）続きまして、３番の報告事項です。医療的ケア児・者等支援促進事

業の取組状況について取組状況の内容説明ということで、これも佐渡課長、よろし

くお願いします。 

（佐渡課長）それでは、一昨年度からの取組ということで、資料２をご覧いただけ

ればと思います。 

 まず１点目は、横浜型医療的ケア児・者等コーディネーターについてでございま

す。平成31年４月から、横浜型医療的ケア児・者等コーディネーターを磯子区の医

師会の訪問看護ステーションに１名配置して、支援を開始しております。拠点は磯

子区にございますが、支援対象区としては、磯子区に加え、港南区、金沢区、栄区

で実施してきたところでございます。この１名の配置とともに５人のコーディネー

ターを養成いたしまして、今年度から、令和２年４月からはコーディネーター５人

を加えて、全18区で支援体制を構築したところでございます。 

 （１）の活動実績でございますが、２枚めくっていただきますと、カラーで資料

２別紙というものがございます。令和元年度の実績は、磯子を中心とした４区でご

ざいますけれども、合計55件の相談を受けて、うち新規のご相談は44件ということ

でございます。また、この相談者及び相談内容（延べ数）でございますけれども、

相談者は家族、それから病院が多い状況になってございます。また、相談内容につ

いては、地域の医療資源に関すること、それから福祉サービスに関すること、これ

も医療資源に入るかと思いますが、訪問看護に関すること、またレスパイト等、先

ほど短期入所という話もございましたが、そういうサービスに関する相談内容が多

いということが見て取れるかと思います。また、幼稚園・保育園や学校といった相
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談もある程度件数がございまして、地域でどのように生活をしていくのかというご

相談になったのかと思います。 

 その次の、真ん中にありますのが、今年度のものでございます。相談件数は、こ

の３か月、第１四半期で合わせて、全区で延べ107件のご相談がございました。その

うち83件が新規ということで、この制度、コーディネーターの配置が始まったばか

りということもあり、新規のご相談がほとんどを占めるというような状況でござい

ます。今回配置させていただいたのが、青葉区、都筑区、鶴見区、旭区、南区に拠

点を置かせていただいて、それぞれ支援する区はちょっとばらつきがございますけ

れども、複数区を持っていただいて活動していただいているところでございます。

また、この第１四半期の相談者及び相談内容につきましては、前年と傾向としては

大きく変わっていないと思います。ご家族や病院からの相談が多いということが見

て取れるかと思います。また、相談内容につきましても、医療資源、福祉サービ

ス、訪問看護、レスパイトに関する相談が半数を占めているということでございま

す。その他が非常に大きなものになっておりますけれども、相談内容その他の内訳

は下にございますとおり、退院準備についての相談だったり、リハビリについてだ

ったり、事業内容を紹介したり、それから訪問歯科の紹介をさせていただいたりと

いうことで、このコーディネーターが18区にそろったという初年度ということもご

ざいまして、制度に関する問合せも含め、かなりの件数を占めているということが

見えるかと思います。 

 ２枚戻っていただきまして、今のお話しさせていただいたところを、毎月コーデ

ィネーターの皆さんにお集まりいただいて、定例会という形で、こういう実績をご

報告いただいたり、情報の共有をする場を設けてございます。ただ、今年度は緊急

事態宣言が発令されたということもございまして、４月と５月の定例会は休会させ

ていただきました。６月にこのデータを持ち寄って、皆さんで共有していただいた

ところでございます。イの主な相談内容にありますとおり、新型コロナウイルスに

関連して、熱発などでの相談やアルコールジェルなどの物資に関する問合せがあっ

たということとか、生活介護事業所や保育園、幼稚園などで、医療的ケアに係る看

護師依頼に関する相談がご家族や事業所などから複数あったということでございま

す。また、（ウ）にありますとおり、基幹相談支援センターや児童相談所という、

相談支援機関からもコーディネーターの役割や具体的相談が入り始めているという

話がございました。次に、ウとしてコーディネーターのネットワークづくりです

が、今お話ししたように、月１回、定例会を開いております。毎月第４金曜日に開

催を原則としているところでございます。そのときには、情報交換だけではなく、

事務局側からも情報提供をしたり、日頃から連携するためにどんなことをしていけ

ばいいのかというような議論をしているところでございます。 

 ２の各種研修についてでございますが、昨年度の実績としましては、アとして、

支援者養成研修というものを実施しました。30年度から、医療・福祉・教育機関に
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従事する方を対象として支援者養成研修というものを実施しております。めくって

いただいて裏面でございますが、この支援者といいますのは、コーディネーターの

ように専門的な知識等を持って総合コーディネートをするというよりは、それぞれ

の地域で医療的ケア児・者の実態を知った上で、どういう支援が必要なのか、自分

たちの事業所や関係機関で受け入れるにはどのようにしたらいいのかというような

ことを含め、必要な知識や技術の普及啓発を行うことを目的に実施しております。

平成30年度は、約40名がこの支援者研修を修了され、元年度につきましては、計54

人の方がこの講座を全て受講されました。５月から12月にかけて全８日間で18講座

を受講されています。表に内訳がございますが、看護職、福祉職だけではなく、相

談支援を専門としている者や教育関係者も受講していただいているところです。ま

た、イの支援者フォローアップ研修ですが、30年度に養成した支援者を対象に、フ

ォローアップ研修というものを12月に実施しました。40名のうち18名、約半分の方

に出席していただいたところでございます。内容としましては、下に実施概要を書

かせていただいていますが、医療的ケア児の受け入れ事例ということで、あんじゅ

保育園の園長先生に来ていただいて、医療的ケアのある子供を受け入れるに当たっ

て、受入れまでの流れとか、保育における工夫、課題や解決方法についてお話を頂

いたところでございます。それを聞いた上で、ご参加いただいた皆様に、自分たち

が医療的ケアのある方々を受け入れるに当たってどのようにやれるのかとか、実際

に受け入れている場合にはその工夫や苦労していることとかを共有したというグル

ープワークを実施しました。 

 次の３ページでございますが、今年度の予定でございます。アとしまして、コー

ディネートのフォローアップ研修、今年度から６人で活動していただいていますけ

れども、活動する中で様々な課題等が出てくると思いますので、フォローアップの

ための研修を実施していきたいと思っております。イとして、支援者フォローアッ

プ研修ですが、昨年度も実施したとおり、30年度、元年度に養成研修を受講され

た、修了された方々を対象に、フォローアップ研修を実施していきたいと考えてい

ます。このアとイの対象者を一緒に、２回コースで研修を実施したいと思います。

一緒にというのは、コーディネーターの皆さんが地域で活動しやすくなるようにと

いうこともございまして、支援者の皆さんをコーディネーターの地域ごとに、でき

ればグループワークのように分かれていただくと、顔つなぎになるかなということ

も考えているところでございます。時期としましては10月から11月頃を予定してお

り、実は昨年度実施したフォローアップ研修等で、テーマとして学校についての情

報共有をぜひというご意見が多かったものですから、そのようなことをテーマにし

てみたいと考えているところでございます。また、ウとして、支援者実習というも

のを計画しております。支援者養成研修を修了した方が、それぞれ皆さんが所属す

る事業所や施設で医療的ケアのある方の受入れを積極的に行えるように、支援につ

いての必要な知識・技術を習得できる実習形式のものを検討しているところでござ
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います。こちらにつきましては、時期は未定でございます。 

 それから、３番ですが、周知・広報についてということで、コーディネーターの

役割や拠点の周知について、また医療的ケアって何なのかということを、ご家族の

日常生活や思いも含め理解していただくことを目的に、パンフレットとチラシを昨

年度つくりました。今、皆様のお手元に、もう既に配布もさせていただいているか

と思いますが、「横浜型医療的ケア児・者等コーディネーターを配置します！」と

いうチラシです。横浜のどこに拠点があるのか、支援する区は何区なのかと問合せ

先が書いてあります。また、そもそも医療的ケア児・者等コーディネーターって何

をする人なのかというのを図で表しているところでございます。また、もう一つの

このパンフレットにつきましては、医療的ケアの主な中身、どういうものなのかと

いうご紹介と併せて、医療的ケアのある方がどんな一日を過ごしていらっしゃるの

かということをイラストでかわいくご紹介させていただいています。また、これの

中にもコーディネーターの役割や問合せ先を裏表紙のところに書いていますが、こ

の事業の目的は、この13ページにありますとおり、地域の中でみんな一緒に育って

いく、生活していくということですので、このように、経験がなくても、医療的ケ

ア児・者の病気や障害を理解し、気遣い、寄り添い、どうすれば一緒に過ごせるか

を考えることで、医療的ケア児・者を受け入れている保育園や学校、施設などもあ

りますということで、皆さんも少しずつご理解をお願いしますというのがメッセー

ジになっております。ちなみにこの冊子をつくるに当たっては、イラストを描いて

くださった方は、医療的ケアのあるお子さんをお持ちの親御さんで、イラストレー

ターとしてご協力いただいたところでございます。このパンフレットやチラシは関

係機関に既に配布させていただきましたが、また必要だというところがございまし

たら追加で配布することも可能ですので、ぜひ委員の皆様方も宣伝していただけれ

ばと思います。 

 それから、４番のデータベースについてでございますが、令和元年度において、

コーディネーターの皆さんが日々の相談業務で活用することを念頭に、医療的ケア

児・者が利用可能な医療機関や福祉施設のリストの作成に取り組みました。まだこ

れは十分ではなく、コーディネーターの皆さんにお届けできていないところもある

のですけれども、引き続き、日々の業務で使えるようにデータベースをつくり上げ

ていきたいと思いますし、お渡しした後は、各コーディネーターの皆さんが日々の

業務の中で知り得た情報を順次リストに反映して充実させていきたいと考えている

ところでございます。 

 ご説明は以上でございます。 

 

（２）質疑応答 

（武安委員長）どうもありがとうございました。横浜市医療的ケア児・者支援促進

事業ということで、これは横浜市医師会の水野会長の肝煎りというか、本当にこれ
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をやりたいということで話を持ってきてもらって、昨年、一昨年の２か年でつくっ

て、取りあえず走り始めたところで、紆余曲折があって大変だったのですが、今、

佐渡課長からお話があったように、少しずつですけれども動き出しているというと

ころです。今後このコロナの影響がなくなったときにどのように活動が広がってい

くかというのは見てみないと分かりませんけれども、意図したところはある程度核

心を突いているのかなとは思っておりますが、いかがでしょうか。ご意見等ござい

ましたら。特にこれだと、医療関係だけでなく、いろいろなところで意見を言って

いただいて、コーディネーターに話をしていただいて、その話をまたほかのところ

につなげるという、そのような有機的な仕事をするような形にはなると思います

が、教育関係の方、どうですか。何かございますでしょうか。 

（鈴木委員）金沢養護学校校長の鈴木でございます。このコーディネーターの方の

学校に通っている、例えば子供たちとの関わりみたいなのがちょっと見えない部分

もあるのですが、実際にいろいろと取組状況をする中で、学校に通っている医療的

ケア児もいろいろな悩みどころとかはあるのですけれども、実際に学校に通ってい

る子がこのコーディネーターの利用をしている実績みたいなものはあったのでしょ

うか。 

（藤原課長）教育委員会特別支援教育課の藤原でございます。在学している方のデ

ータはあまりないのですけれども、入学されるときに、例えばどういうところの学

校でどのようなケアが受けられるとか、そのあたりを事前に就学するに当たって相

談に乗ってもらったり、例えば特総センターに一緒に行って、相談を一緒に受けて

もらったりという事例はあるようです。まだまだ数が少ないですけれども、これか

ら利用の仕方がもっともっと周知されていくに従って、例えば在学中のお子さんに

ついても、今受けているケアの中で少しやり方を変えていきたいとか、学校側との

調整のところでも医療・看護的な知識を持っているコーディネーターがいろいろと

その辺の役割を果たしていってくれるのではないかとは思っております。 

（鈴木委員）また今後、このコーディネーターさんの人数がどのくらい増えていく

かというところが見えない部分はありますけれども、より充実して、場所がどうい

った会議になるかが、例えば区の自立支援協議会とかそういったところでいろいろ

と情報を共有しながら、同じ支援者としてやっていければいいなとは、感想ですけ

れども、よろしくお願いいたします。 

（武安委員長）どうもありがとうございます。河村さん、現場でやっている人間と

して。 

（河村委員）磯子区医師会の管理者の河村といいます。訪問看護をやっています

が、拠点でコーディネーターが１人しかいないものですから、相談の電話は私も受

けることが割と多いのです。それで、今１年間やってみて私なりに思うことなので

すけれども、コーディネーターの役割に対するイメージが、それぞれの場所で結構

違うのです。学校の関係者が思っていらっしゃるのと保護者の方たちが思っていら
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っしゃるのと、あとはお医者さんたちが思っていらっしゃるのというのは結構違っ

たイメージで、それぞれの人たちがイメージが違うんだなというのはとても感じま

す。ただ、そもそもいろいろなことを相談してもらうのがコーディネーターなの

で、それはイメージが違ってもいいかなと。でも、このようにしますよという説明

はさせてもらっています。 

 あと私が感じたのは、圧倒的な知識量の差です。今まで我々医療従事者は、学校

のこととか施設のことは本当に知らないのです。それが、今回コーディネーターと

いうことで養成されて、我々コーディネーターがすごく知識量が増えたなと思うの

です。なので、福祉関係の人と医療関係の人と、あと行政の人は本当に知識も違い

ますし、考え方も違いますし、そこを統合していかないと、困っていらっしゃる

方々に届いていかないと。医療は医療、行政は行政と、割と保護者の方たちは困っ

ていらっしゃることが多いと思うので、そこら辺がちょっとできればいいなと今感

じているところです。 

 あともう一つ思うのは、医ケアのある人は割と行き先があったりするのですけれ

ども、医ケアのない重心の人の困り事というのがひしひしと私も感じて、この間、

療育センターの方と話したら、本当に困っていらっしゃるんだなと。そういうこと

も全部相談を受けますよという話はしているのですけれども、なので、そういう困

っている方々のお役に立てればいいかなと思っているので、医ケアとは言っていま

すが、多分さっき言われたように、寝たきりの重心で、後々医ケアが出てくる人も

結構いらっしゃるので、そういうことを全部ひっくるめてどうしていこうという、

困っている人の何か支援ができればいいかなというのが、コーディネーターを１年

やっての現状だと思います。すみません。フォローです。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。どうでしょうか。今のお話の中

に、地域療育センターというお話がありました。センターのほうとしては、こうい

うコーディネーターの存在というか、役割というのはいかがでしょうか。 

（萩原委員）ありがとうございます。お世話になっております。私どももコーディ

ネーターの方の話、保護者の方から話を伺うことがあります。まだ正直、連携とい

うところまでいかず、私もまだ知識不足なところが多いかと思います。こういった

会議に出させていただいて、いろいろとお話を聞かせていただく中で、私は南部地

域療育センターの通園課園長をしておりますが、療育センターはほかにもたくさん

あります。そういった療育センターとコーディネーターさんがいかに連携していき

ながら利用者さんを真ん中に考えていけるかということは、これから必要になって

いくと思いますし、これまでのお話にも出ていましたが、重症心身障害児の医ケア

のお子さんたちとだけではなくて、歩く医ケアの方たちというのが今非常に私ども

の療育センターでもご利用が増えていて、そういった方の医療的なサポートと療育

をどうバランスを取っていくかというのは、私も非常に難しさを感じているところ

です。そういったところでも、私どものほうからご相談できるような関係が今後築
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いていけるといいなと考えております。よろしくお願いいたします。以上です。 

（武安委員長）どうもありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

（二宮委員）歯科医師会の二宮です。市の方にお伺いしたいのですが、令和２年度

の実績数なのですけれども、これはものすごく地域格差があると思うのです。例え

ば都筑区のコーディネーター拠点は全体の４割を占めていまして、必ずしも都筑区

にお子さんとかが集中しているわけではないと思うのです。どういった理由で地域

偏在が見られるのかを教えていただけたらと思います。 

（西野課長）ありがとうございます。医療局がん・疾病対策課の西野でございま

す。今ご指摘のところなのですけれども、確かに拠点によって数字のばらつきが少

しございますが、まだ十分な分析ができていないのが現状でございます。先ほども

少し佐渡からの報告の中にありましたが、この辺の数字の取り方も含めて、各コー

ディネーター間できちんとすり合わせといいますか、調整をしていく場として、定

例会というものを設けて意見交換をしていこうというところでございましたが、ま

だ６月末に第１回目がやっと開けたというようなところでございますので、今後い

ろいろとヒアリング等も含めて確認していきながら、すり合わせをしていきたいと

思っているところでございます。一つ、私のほうでお聞きしているのは、このコー

ディネーターさんは専任で朝から晩までずっとやっているという体制ではなくて、

ほかの仕事と少し兼務しながらやっているというような状況があるという中で、不

在のときに代わりの方が受けたものとか、それからコーディネーターに対する相談

ということではなくて、訪問看護の中でお受けした相談で、内容を聞いてみたら医

ケアの話だったということで、途中からこの対応をしたりとか、そういったところ

も少しカウントしたりしなかったりというのが若干あるようにも聞いておりますの

で、その辺のすり合わせ等も含めて、数字を精査していきたいと思っているところ

でございます。 

（二宮委員）ありがとうございました。 

（武安委員長）ほかに。どうぞ。 

（石橋委員）多機能型拠点つづきの家の石橋と申します。この医療的ケア児のコー

ディネーターさんというところで、親御さんたちへの周知徹底が、このチラシを見

ながら、何これと言われる方が多かったように感じますけれども、つい最近、私の

ほうで担当している、動く重心と言われるような、歩けるけど医療等があるという

ような方から、担当者会議にぜひこのコーディネーターさんを呼んでくださいと初

めて言われたのです。どういう関わりをお持ちだったかなと思ったら、やはりいろ

いろな意味で今、進路についてとても悩んでいらっしゃる状況のお母様が、こうい

うコーディネーターさんと一緒に考えていきたいという気持ちをお持ちになったん

だなと思って、こういう私たち計画相談の中ではできなかった部分が、このコーデ

ィネーターさんたちの中で協力してもらいながらやっていらっしゃるというのがあ

って、やはりこういう役目は、正しいというよりも、必要だったのかなというの
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を、つい最近のことですけれども、実感いたしました。ですので、ぜひもうちょっ

と私たちのほうもしっかりと宣伝しながら、こういう相談窓口もあるんだよという

ことを宣伝していけるといいかなと思いますので、ぜひ頑張ってもらいたいなと思

っています。 

（武安委員長）ありがとうございます。ほかにどうでしょうか。星野先生。 

（星野委員）こども医療の星野です。コーディネーターは僕たちもとても期待して

いるわけで、今、退院調整の看護師が病院にはいるわけですけれども、その退院調

整の看護師には医療的ケア、もちろん全てでなくていいと思うのですが、少なくと

もある程度の調整を必要とするような患者さんが退院するときには、必ずコーディ

ネーターを呼ぶように、退院前の会議に出席してもらうように自分の部署の退院調

整看護師に申しつけていますので、これからぜひ楽しみにしていただければと思い

ます。退院調整看護師が今までいろいろなそういうカンファレンスの調整をしてい

た部分があるのですけれども、病院の退院調整看護師の限界があって、１回退院し

てからのモニタリングというのがほぼできないのです。頑張ってはいるのだと思う

のですけれども、ほぼできないと思っていただいたほうがよくて、そのあたりは実

はコーディネーターに大きく期待する部分なのです。ここから先はお願いなのです

けれども、できればこの実績をデータとして残すときに、モニタリングがされてい

る実績をうまく表してもらえるといいなと思います。今回これだけを見ると、どの

ぐらいの方を追跡されているのか、相談件数は分かるのですけれども、調整件数が

全く分からなくて、どのような関わり方をしてくださっているのかがよく見えない

ので、モニタリングをしたり、あるいはそういう調整にどのように関わったかとい

うのがうまく表されるとうれしいなと思っています。病院にそこに大きく期待して

いるもので、よろしくお願いいたします。 

（武安委員長）ありがとうございます。ほかに何かございますか。本当にまだ走り

始めたところなので、まだ全貌は見えていないというか、五里霧中の中をみんなで

手探りで動いているというのが多分本当のところだろうとは思いますけれども、こ

の拠点の数が違うというのは、医ケア児の数が場所によって大分違うというのが大

きいですよね。都筑とか港北はそのような施設がたくさんありますので、どうして

も患者さんがそっちのほうに集中するということもあって、当然のことながら相談

件数も増えていくということになると思います。 

 ほかに何かございますでしょうか。何かコーディネーターについての質問とか、

ほかにこういう要望でも結構ですが、ございますか。どうぞ。 

（二宮委員）何回も発言させていただいて申し訳ないのですが、横浜市歯科医師会

の話なのですけれども、今月、区の連携室に、医療的ケア児のお子さんの訪問歯科

の依頼がありました。区の歯科医師会の連携室では、申し訳ないのですけれども、

まだ対応ができずに、ちょっとご迷惑をおかけしてしまいました。医療的ケア児・

者の方々の訪問歯科診療の依頼は、区の歯科医師会の連携室ではなくて、横浜市歯



23 

科医師会の連携室が一括して行うこととなりましたので、ここでご報告させていた

だきます。また、まだまだ私たちも走り始めたばかりで、おかげさまで医療的ケア

児・者の方々の訪問歯科の依頼が少しずつ増えているのですけれども、駆け出し

で、皆様にご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、何かご意見とかありま

したら、もっとこうしてほしいとか、これは困るとかありましたら、皆様、連携室

のほうにどんどん言っていただけたらと思います。私たちは皆様のご意見を受け止

めて、それでよりよい歯科医療を医療的ケア児・者等の方々にご提供できればと思

っています。 

（武安委員長）いろいろと意見も出ましたが、よろしいでしょうか。ご発言されて

いない方で、何かここは一つ言っておきたいことがあるみたいなことがあれば、ぜ

ひ。よろしいですか。それでは、この医療的ケア児・者等の支援促進事業の取組状

況ということで、この項はこれで終了させていただきます。 

 それでは、全体を通していかがでしょうか。何か今回の検討委員会に関して、ご

意見・ご希望等々あれば。よろしいですか。どうぞ。 

（川村委員）横浜市薬剤師会の川村と申します。薬剤師として医療的ケア児の方々

と接する機会というのは、訪問医師の先生とか歯科医師の先生、あとは訪問看護師

さんからの依頼ということでの薬剤管理という、今すごく限られた携わりになって

いる状況なのですけれども、このコーディネーターさんの取組は、我々は非常に情

報が欲しいところであるなと思いました。先ほど困っていることでアンケートを採

ったらという話もあったと思うのですが、アンケートはそのとき困っていることを

書くという感じになると思うのですけれども、このコーディネーターさんの相談

は、困ったときに相談した事例がどんどん蓄積されていくと思うのです。なので、

こういったものを我々薬剤師もちゃんと把握しなければいけないなと思ったのと、

こういったものを参考に、先ほどの登録する上でのメリットとかそういったものを

考える上での大きい材料にもなるのではないかなと感じましたので、感想としてお

話しさせていただきました。以上です。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。どうぞ。 

（成田委員）フュージョンコムかながわの成田といいます。よろしくお願いしま

す。私は、次回支援者フォローアップ研修で、受講アンケートにどんな課題を持っ

ていらっしゃると答えていらっしゃるのか、その内容について知りたいということ

があります。また、もしよければ、その資料等も付け加えていただければありがた

いかなと思っています。現場にいて、医療的ケアの方々が抱えている課題とかがそ

こから見えてくるのではないかと考えます。よろしくお願いします。 

（武安委員長）どうもありがとうございます。次回の議題の内容を一つ頂きました

ので、これに関して検討していきたいと思いますが、ほかによろしいですか。それ

では、議題・報告事項は以上ですので、事務局にお返しします。よろしくお願いい

たします。 
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その他 

（田辺係長）委員の皆様、本日は大変ありがとうございました。今年度の第２回に

つきましては、当初の予定どおり、２月から３月頃に第２回の検討委員会を開催さ

せていただきたいと考えております。本日お手元に、資料とは別に日程調整のため

のお手紙を置かせていただきました。会場確保の関係もあるのですが、皆様かなり

お忙しい方が多いので、可能な限り、早めに候補日だけでも挙げておきたいなと思

っております。大分先のお話になってしまうのですが、現状で既に難しい日が決ま

っていたり、あるいはお仕事やもろもろの関係で、曜日や時間帯でもう難しいとい

う方もたくさんいらっしゃると思いますので、そういったことを、口頭で伺ってい

る方もいらっしゃるのですが、改めてこちらの書面で頂けたらと思います。 

 では、以上をもちまして、本日の第１回の検討委員会を終了したいと思います。

皆様、どうもありがとうございました。 

資  料 

・ 

特記事項 
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・次第、名簿、座席表、横浜市医療的ケア児・者等支援検討委員会運営要綱 
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・資料２  ：横浜市医療的ケア児・者等支援促進事業の取組状況について 

・資料２別紙：横浜型医療的ケア児・者等コーディネーター活動実績 
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・次回委員会の日程は、２、３月頃の予定。調整後通知。 

 


