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令和２年度第２回横浜市医療的ケア児・者等支援検討委員会 

日  時 令和３年２月17日（水）午後７時00分～午後８時43分 

開催場所 オンライン開催（Zoom） 

出 席 者 
武安委員、小林委員、星野委員、河村委員、二宮委員、川村委員、細川委員、 

中根委員、高居委員、渡邉委員、鈴木委員、成田委員、西村委員 

欠 席 者 赤羽委員、石橋委員、萩原委員、武居委員 

開催形態 公開（傍聴者３名） 

議  題 （１）医療的ケア児・者等の受け入れ体制の充実について 

決定事項  

議  事 開 会 

（田辺係長）定刻になりましたので、ただいまから令和２年度第２回医療的ケア

児・者等支援検討委員会を開催いたします。本日の司会役を務めます、健康福祉局

障害施策推進課の田辺です。よろしくお願いいたします。 

 本日はオンライン開催となります。委員の皆様におかれましては、発言するとき

以外はミュートにしていただき、ご発言の際には挙手していただきますようお願い

いたします。進行の委員長からご指名させていただきます。事務局からの説明につ

いては、出席者はずらりと並んでいますが、マイクの関係で、今私が座っている席

に事務局の説明者が移動して説明するようになるので、ご了承いただければと思い

ます。 

 それから、議事に先立ち、今回傍聴される方がいらっしゃいますので、改めてお

願い申し上げます。本日は、お越しくださってありがとうございます。会議の円滑

な進行のために何点かお願い事をしておりますので、ご協力くださいますようお願

いいたします。 

 本日の会議ですが、赤羽委員と石橋委員、萩原委員、武居委員がご欠席というこ

とでご連絡を頂いております。17人名中13名ご出席ということですので、本委員会

の運営要綱第５条第２項に規定されております、委員の過半数を満たしていること

をご報告させていただきます。 

 では初めに、上條障害福祉保健部長の上條から、本会のご挨拶を申し上げます。 

 

（１）障害福祉保健部長あいさつ 

（上條部長）どうもこんばんは。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、また、こういう状況の中でオンラインでの開催にご協

力いただいて、皆様にご参加いただきまして本当にありがとうございます。コロナ

ウイルスの状況については、ご承知のとおり、まだまだ続いている状況でございま

す。現場やいろいろな活動については、感染防止策の徹底にご協力いただいて、皆

様のご尽力によりまして、市内の陽性者数は減少傾向にあるという状況ではござい

ますが、直接支援の現場では日々、感染リスクに細心の注意を払っていただいて、
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ご対応いただいていることに改めてお礼を申し上げたいと思います。また、医療的

ケアの問題につきましては、国でも超党派の議員立法で支援法の検討が議論されて

いる状況でございます。国会に提出される予定もあると聞いておりますが、一方

で、３年に１度の障害福祉サービスの報酬改定についても、医療的ケアを必要とす

る方への支援について配慮がされているような案が示されているところでございま

す。加えて、新型コロナウイルス感染症については、医療的ケアのある方々、ご家

族の皆様から不安の声を私たちも聞いております。この間、衛生資材の配付なども

行ってきているところですが、今後必要な支援をどうしていくか、これも課題と考

えています。 

 本日お集まりの委員の皆様におかれましては、どうぞご活発にご議論いただき、

それぞれの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、私の挨拶

とさせていただきます。本日も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した。 

 それでは、ここからは武安委員長にご挨拶と以降の議事進行お願いしたいと思い

ます。では武安委員長、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す。横浜市医師会副会長の武安です。皆

様、こんばんは。本当に新型コロナウイルスの関係で、この委員会もやっと２回目

が始まってもう年度末になってしまうという状況で、かつ、議論もまだ進まない

中、次のステップに入っていかないといけないという非常に難しい局面に入ってお

ります。また、我々がやっている多職種向け研修に関しても、今年は中止というこ

とになって、皆様と意見を交わすことができませんが、せめてこういう場でなるべ

く活発な議論をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議 題 

（１）医療的ケア児・者等の受け入れ体制の充実について 

（武安委員長）それでは、議題に入らせていただいてよろしいでしょうか。今日は

議題が１つ、また報告事項が３つということで、まず２番の議題ということで、

（１）「医療的ケア児・者等の受け入れ体制の充実について」に入りたいと思いま

す。まず、事務局よりご説明をお願いできますでしょうか。 

（佐渡課長）健康福祉局障害施策推進課長の佐渡です。ご無沙汰しております。委

員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 第１回の検討委員会でも、実態把握のことなどいろいろとご議論いただく中で、

社会資源が横浜市域の中でばらつきがあるのではないかというご意見も頂きまし

た。この委員会では、医療的ケア児・者に関わっている医療関係者、福祉関係者、

非常に様々な分野の方々にご参加いただいておりますので、今回、事前に皆様にご
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協力いただき、現在、それぞれの関係する分野でどのような取組をされているの

か、これからできることも含めてどんな取組があるのか、また行政に、私どもへの

要望というか整理してほしいこと、そして他の分野の方々にやっていただきたいこ

と、大きく４つの項目について事前にアンケートのような形でご意見を頂きまし

た。 

 各委員の皆様にお忙しいところ本当に丁寧にお答えいただきました。本日はこの

中で、全部ご紹介するとお時間もありませんし、事前にお読みいただいているかと

思いますので、意見交換の時間を十分取りたいと思います。私からはそれぞれの委

員の皆様の所属する団体でできる取組と他団体に協力してほしいこと、この２つの

項目の中から、結構つながると思うことが多々出ておりますので、ご紹介させてい

ただければと思います。 

 まず１つ目は、武安委員長と赤羽委員から医師会ということで、今までも医療的

ケア児・者のコーディネーターの関連の業務を一緒にやらせていただいております

が、「所属する団体でできる取組」として、小児在宅医療に携わる医療機関を増や

すための検討をしたり、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、こういうことができるのではないかというご提

案を頂いています。また、「他分野・他団体に協力してほしいこと」という一番右

側の欄に書いていただいていますとおり、ここ数年、多職種向けの研修を医師会主

催で実施していただいており、参加される方々は医療機関だけではなく福祉関係者

も本当に多く、そこで顔の見える関係が研修等でつながったりということがござい

ます。これらの研修に参加していただいて、それぞれの立場から見た問題と実情を

語っていただいて、問題点の共有につなげましょうということで提案を頂いており

ます。また、２つ目のところに、今ある地域資源で、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というご提案を頂いて

おります。 

 少し飛びますが、歯科医師会の二宮委員からは、同様に、「所属する団体ででき

る取組」ということで、歯科診療、口腔ケアに対応できる歯科診療所の増加や診療

の充実に取り組む、また、他職種の方々との連携ということも挙げていただいてい

ます。「他分野・他団体に協力してほしいこと」として、ここでも連携という言葉

を出していただいています。他職種の方々との連携がまだ少し不十分なところがあ

るので、歯科との連携を促進していただけたらというご意見を頂いておりますし、

歯科医師会の歯科医療連携室にお声掛けいただけたらというお話も頂いています。

また、研修会、講演会を開催される場合には、他職種の方々との交流や連携促進の

ために、歯科医療従事者の学ぶ機会を増やすために、歯科職種も参加可能とさせて

いただけたらということで、ここでも連携についてご提案を頂いているところでご

ざいます。 

 資料１の２ページ目で、薬剤師会の川村委員からも同様に、研修や連携という言
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葉を使ってご提案いただいているところです。もともと薬剤師会では、小児在宅の

医療研修会の開催等に関わっていただいているということも含め、「所属する団体

でできる取組」として、医療的ケア児・者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に取り組めると

頂いております。さらに、「他分野・他団体に協力してほしいこと」として、研修

会への講師の派遣とか、医療的ケア児・者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ということで、様々な分野の方で連携する必要性を

ご提案いただいています。 

 また、福祉分野ということで、中根委員からも、「所属する団体でできる取組」

ということで、看護師の課題等も出していただいていますが、逆に医療的ケアのあ

る方の対応可能日を設定して、そこに申し込んでいただく方法で受入れを拡大して

いけるのではないかということを考えていただいています。また、「他分野・他団

体に協力してほしいこと」では、各事業所や法人を越えて応援し合えるような体制

が地域でつくれたらいいのではないかというご提案を頂いています。 

 次のページには、高居委員、渡邉委員、鈴木委員等からも頂いておりますが、同

じように、定期的に会議や学ぶ場を設けていきたいとか、情報発信の場を積み重ね

ていくことができる、フュージョンコムの成田委員からは、相談に乗って一緒に解

決策を考えることができる、また、西村委員からは当事者の立場で、勉強会や講習

会の開催等を取り組めることとして挙げていただいています。同様に、「他分野・

他団体に協力してほしいこと」として、研修実施に当たっての講師派遣とか、現在

も実施している支援者のフォローアップ研修への積極的な参加、各皆様からは、現

在取り組んでいること、これから取り組むことも含め、さらに地域で連携していく

こと、つながっていくことで、医療的ケア児・者の支援が広がっていくのではない

かというご提案を頂いているところです。 

 それぞれの委員の皆様から補足も含めて、各委員から出た意見について、ここの

部分はさらにこんな取組ができるのではないかということも含めご議論いただけれ

ばと思いますので、武安委員長、よろしくお願いいたします。 

（武安委員長）それでは、ディスカッションを始めたいと思います。まず、今説明

があった資料１の「医療的ケア児・者等の受け入れ体制の充実について」というこ

とで、全体として何かご意見のある方がいらっしゃればお話を伺いたいと思います

が、いかがでしょうか。特別になければ、私から口火を切らせていただきたいと思

います。 

 今日は実務を担当している赤羽委員が別の会合で欠席しておりますので、私が直

接お話しさせていただきます。この「所属する団体で行っていること」、「所属す

る団体でできる取組」というのは、皆様はご存じだと思いますので割愛させていた

だき、「行政に行ってほしいこと」、これは今４局一緒にお話しさせていただい

て、実際にコーディネーターをつくっていただいて現在２年目が終わろうとしてい
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るということです。それで実際問題として、「他分野・他団体に協力してほしいこ

と」、これは実はコーディネーターの方が今年度から本格的に活動を始めたのです

が、そのときにあまりにも自分たちが思っていることと実際にやっている現場がか

け離れていると。こういうことがあっていいのかというぐらいのことまであるので

お話をしたいということが、この「他分野・他団体に協力してほしいこと」につな

がっております。具体的には、実際に今回、多職種連携の研修のときにお話をする

予定ではございましたが、それが延期になりましたので、またこれを開催するとき

に具体的なお話はしたいと思いますが、少なくとも今、各コーディネーターから挙

げられていることは、おのおのの職種が自分の分野に限って、「ここまでしかでき

ない」というような制限を自らかけていることが非常に問題であると伺っておりま

す。具体的には、もう少し他の職種の方と手をつないでやればバリアがクリアでき

るのが、私のところはここまでだから、ここから先はできませんということでシャ

ッターを下ろしてしまうと、もうそれ以上先には進まないと。これではまずいので

はないかということで、こういう場を含めてお話しさせていただきたいという意見

がございました。以上です。 

 続きまして、小林拓也委員、お願いできますか。 

（小林委員）皆さん、こんばんは。先ほどの受け入れ体制の充実についての資料を

もう一回出していただけますでしょうか。今回、私は医師会の小児在宅医療検討委

員ということでこの場に参加させていただいているのですが、恐らくそこでのこと

をお話ししても、武安委員長、赤羽委員が言われていることに含まれてしまうと思

ったので、自分のところのことだけを考えて書いてみました。ただ、１つミスタイ

プがあります。「所属する団体でできる取組」で、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」ではなく「少な

くなく」です。多いということです。そこがミスタイプになっていますので修正し

てください。うちでの特徴だけではなくて、中根委員、金沢養護の校長先生の鈴木

委員からもお話が出ていますが、看護師の確保はかなり大きな課題だと思うので

す。もちろん、ただ確保するだけではなくて、どう研修していくかということも含

まれてきます。ここら辺、今は連携の話がメインになっていましたけれども、看護

師をどうやって確保していくかも考えていかないといけないかと思います。横浜市

でも看護師の就職フェアみたいなものをやっていますが、そういうところに参加し

てみても、医療的ケア児とか重症心身障害児を見ようという希望者はほとんどいな

いのです。ブースを出していても、皆さん素通りしていってしまうような状況で、

１日参加しても１人興味を持ってくれたらいいなぐらいの状況なので、何とかそう

いう出会いの場みたいなものを構築できたらと思っています。介護の職員たちが医

療的ケアに取り組むような研修等も当然必要になってはきますが、特に高度な医療

的ケアが必要なケースは看護師がいないとどうにも回っていきませんので、そこも

きちんと手当てするようなことを市としても一緒に考えていただけたらと思いま
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す。以上です。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。取りあえず全員にお話を伺ってか

ら最終的にご意見をと思いますので、続きまして星野委員、よろしくお願いいたし

ます。 

（星野委員）こんばんは。よろしくお願いします。僕が書かせていただいたのは、

こども医療の現状をお伝えするということも含めた部分が大きいです。今までは外

の人材育成を積極的にやってきたのですが、中が追いついていない現状があって、

中向きのいろいろな研修事業を、大分ノルマがかかってきていることもあって、主

に在宅支援を担当している部署――退院・在宅医療支援室という部署の看護師が正

直ちょっと疲れてきているのです。研修の回数もそうですし、外の状況を把握する

パワーもちょっと落ちているような気が、僕自身は見ていてします。そういうこと

もあって、他分野にお願いしたいということで、僕たちが実際にどういうところが

足りないのかというのを、自分たちで把握しづらくなっている現状があるような気

がしています。把握できないのでプランニングも新たに出てこないという、少し行

き詰まっているというのが正直なところです。こども医療センターは、どちらかと

いうと受入れ側ではなくて排出側ですので、現場のこども医療センターに対するご

要望をもう少し聞き取っていく必要があるのかなと僕自身は思っています。 

 行政に対しては、そういう中で、できれば実数とか実態を把握する、前回の会議

でも言いましたが、システム化を目指せないかということと、行政の中での教育と

いうのか周知というのか、そういうものがもう少しされるといいのではないかと思

っています。ご家族に「窓口に行ってやってきてください」と言っても、窓口で

「それは該当しません」と言われて戻ってくることも結構あるのです。実際には多

分該当するものであっても戻ってきてしまうような部分もあるので、行政の中での

周知がもう少し徹底されるとうれしいなとか、そのようなことを行政に対してとい

うことに書かせていただきました。人材育成を含めて、ある程度思いつくことをこ

の10年ぐらいの間に大分やってきたつもりなのですが、少し行き詰まっているとい

うのが正直なところで、先ほどお話のあった連携という言葉で言えば、少し現場の

ことをこども医療に教えていただいて、僕たちが次に何をできるのだろうというア

イデアを頂けるとうれし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。では、続きまして磯子区医師会の

訪問看護ステーションの河村委員、よろしくお願いいたします。 

（河村委員）よろしくお願いします。私は具体的に書いてみたのですが、うちはコ

ーディネーターがいるので、コーディネーターと一緒に、具体的に何がいいかなと

いう話をしてみました。書かせてもらったのが、今、相談業務の中で学校問題、保

育園問題がすごく多発していて、もう受入れ先がないので、コーディネーターがい

てもどうしようもないという状況が明らかになってきているのです。移動支援もな

いということで、コーディネーターが行き詰まるところがここら辺かなというのは
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とても思います。さっき言ったように看護師の確保が必要というところも、訪問看

護をしていて思うのですが、その家庭ごとの事情で割と医療側が振り回されがちな

ところもあったりして、経営として安定しないので手を出しづらいというのが、小

林委員もおっしゃっていたような現状かと思います。我々はコーディネーターもや

っているので、そういう現場に今まで経験したことのない人たちに参加してもら

う、連携とか研修も必要なのですが、研修だけでは多分そこの現場には行けないの

で、経験として実際問題の支援を一緒にしていってもらうのが一番いいのかなとい

うのが、今うちが思っている現状です。学校が医師会と契約して訪問看護が入ると

いうのが進んできたので、その前段階である保育園や幼稚園に関してもいろいろな

お力添えを頂かないと、コーディネーターが困っているという現状かと思います。

以上です。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。では、続きまして横浜市歯科医師

会の二宮委員、よろしくお願いします。 

（二宮委員）横浜市歯科医師会の二宮です。皆様、こんばんは。横浜市歯科医師会

ではこの記載のとおりでして、横浜市の相談窓口を設けております。それと同時

に、市内である程度、医療的ケア児・者の方の歯科診療に対応できる体制を整えま

した。しかしながら、なかなか歯科の依頼がないのが実情で、これは皆様方との連

携不足が一因かと思っています。そのことに関しましては、市の方にぜひ連携を促

進していくような取組をしていただけたらと思っています。私どもでも、今、医療

的ケア児・者の方の訪問歯科診療等の案内のパンフレットを作成中で、できました

らそれを皆様方に配付させていただき、口腔ケアを中心とした訪問歯科診療をぜひ

していただけたらと思っています。 

 あと、研修に関しましては、先ほど武安委員長から、医師会は同行の研修をして

いるということでしたが、歯科医師会でも同行の研修を検討しました。しかしなが

ら、費用面で難しい面があって、今止まっている状態です。今後、再度機会があり

ましたら、それは検討していきたいと思っています。あと、研修について医師会の

方々には感謝していて、医師会が毎年開催している研修に歯科医師会からも参加さ

せていただいていて、みんな本当に勉強になったと言っています。医療的ケア児・

者について全く知らなかった歯科医師が、医師会の研修会をきっかけに学び、そし

て診療を行うようになっております。これは、横浜市歯科医師会内の会員に向けた

研修会でも同様です。医療的ケア児・者の医療の情報は極めて少なくて、専門書

も、歯科でいうと去年あたりにようやく１冊出たぐらいの状況でして、最初、研修

会で酸素を吸入しているお子さんとかを見ると歯科医師はびっくりするのですが、

学んでいくとそんなにハードルは高くないのです。ですから、本会でも研修はして

いるのですが、そういった機会をつくってくださっている医師会の方には感謝して

います。ただ、医師会さんの研修がちょっと残念なのが、百数十名の会場でしてい

るので、市の方も参加していてお分かりだと思うのですが、もう会場がごった返し
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ていっぱいいっぱいになっていますので、機会がありましたらもうちょっと大きい

会場、例えば300人とか400人とかでできるような会場で多職種を集めて開催してい

ただけたらありがたいかなと思っています。その際に、市の方もぜひいろいろな支

援をするような形で開催していただけたらと思っています。歯科医師会として、私

個人としては、思ったことは大体以上です。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。では、続きまして横浜市薬剤師会

の川村委員、よろしくお願いします。 

（川村委員）横浜市薬剤師会の川村です。我々薬剤師会として、まず薬剤師が医療

的ケア児・者の方々の生活とか困っていることをもっと知らないと、我々薬剤師は

どのように携われるかということが提案できないと思っていまして、そこで医師会

さんに開催していただいている研修会への参加は大変学びになっています。ありが

とうございます。そのきっかけとして、先月の１月30日に、今日ご参加いただいて

いる小林委員のご講演とか、あとはこどもホスピスの取組をお話ししていただくと

か、そういった形で、まず薬剤師として医療的ケア児の方々にどういうことができ

るのだろうと考える場をまず考えなければいけないと思っています。それを継続的

にやるためには、「他分野・他団体の方に協力してほしいこと」というところで、

知識を得ることのできる研修会に、我々が薬剤師向けに研修を企画したときに講師

としてお話を頂きたいなと思って、その記載をさせていただいています。そういっ

た本当の現場がどのようなことで困っているのかを知った上で、「１．在宅受入薬

局リスト」というものを、横浜市薬剤師会のホームページでダウンロードできるよ

うにしてあるのですが、何せまだまだ経験不足の薬剤師の方もいらっしゃるので、

ご依頼のときに直接ご連絡していただいて、できるサービスとできないサービスを

すり合わせながらできる支援をしていきたいと思っております。この２．と３．に

関しては、我々薬剤師としておうちに行ってお薬の管理とかをする上で、事前に頂

きたい情報を前もってダウンロードできるような状態でご準備させていただいてい

るものとなりますので、参考にしていただけると助かります。以上になります。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。では、続きまして横浜市病院協会

の細川委員、よろしくお願いいたします。 

（細川委員）横浜市病院協会として今最も対策に取り組んでいるのはコロナ対策で

ございます。本日も会議があったのですけれども、コロナワクチンの接種というこ

とに関してどのように向き合っていくかが問題でございます。医療ケア児に関しま

しては15歳以下なので問題にならないと思うのですが、医療ケア者に関してワクチ

ン接種が重大な問題になると思います。それに関して、病院協会としては協力でき

ることがあるのではないかと考えております。どのようにワクチン接種をしていく

かということに関して、かかりつけ医がある方はそれでよいかも分かりませんが、

かかりつけ医があまりはっきりしない方に関しましては、病院協会でそれに対応し

ていくことができるのではないかと考えております。以上です。 
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（武安委員長）どうもありがとうございます。では、続きまして地域活動ホームど

んとこい・みなみ所長の中根委員、よろしくお願いいたします。 

（中根委員）冒頭、委員長もおっしゃっていましたが、それぞれの事業所で限界と

いうか、ここまでしかできないと線を引いてしまうことがまずいけないだろうと思

います。各所でいろいろな工夫を、うちでいえば法人型地域活動ホームなのです

が、確かに看護師さんの人数も少ないですし、できることに限りは確かにあるので

すが、工夫次第で重心の方を受け入れていくこともまだまだできる余地があるので

はないかと思っていますので、そこをまず自分たちでしっかりやると。小林委員も

おっしゃっていましたが、看護師さんの問題は大きくて、看護師さんがいなければ

受け入れそのものが難しいと思いますが、看護師さんだけではなくて、実際に重心

の方々のケアに携わる現場の職員たちの力量も相当問われてくると思いますので、

そこで現場職員に向けた研修、特にシリーズ化したような医療に関する研修があれ

ば積極的に参加していきたいなと思っています。 

 あともう一つは、看護師のやりくりのところで言うと、一事業所でできること、

限界を超えるような話もさっきしましたが、そうは言ってもぎりぎりのところはあ

ると思うので、そこで余裕のあるところはないかもしれないですが、他の法人さん

や事業所との枠を超えた連携を進めていけるようになれたらいいなと思ったりしま

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。では、続きまして社会福祉法人横

浜悠久会の高居委員、お願いできますでしょうか。 

（高居委員）昴保育園の高居と申します。よろしくお願いいたします。保育園は、

保護者の方が働いていることが条件でお子さんをお預かりしています。支援の必要

なお子さん、配慮が必要なお子さんは、大分長い研修等をしまして全園で受け入れ

ていますが、医療的ケアのお子さんを受け入れている園はあまりありません。それ

で、２年前に昴保育園では医療的ケアのお子さんをお預かりしました。でも、保育

士だけでは申し訳ないのですが受入れすることは不可能で、看護師がいまして、そ

の看護師がこども医療センターでずっと経験してきた方で、重心もやっていたの

で、医療的ケアのお子さんが保育園入園を希望しているならぜひ受け入れてあげま

しょうということで、病院と区と連携を取りまして受入れをしました。それには、

保育士のほうも看護師全てに任せるではなくて、保育士も共にお子さんを見ていく

ということでしたが、何せ看護師のそういう対応というか処置が分からないので、

もう全て看護師さんにお任せでした。看護師さんも保育士の仕事も理解してお子さ

んに対応しなければいけないので、看護師さんも保育士の仕事を勉強して、共に２

年間お預かりしました。保護者の方も保育園入所を希望していましたので、ぜひ私

たちも受け入れてあげたいということで、無事に卒園しまして小学校に入学できま

した。それで去年、教育委員会が看護師さんも学校に配置してくださいまして、保

護者の方はとてもよかったということで、私たちも本当に小学校に行けてよかった
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と思っています。ただ、それには保育士も、看護師に全て任せるのではなくて、研

修をもっとしていかなければいけないとすごく思っていますが、そこまで現状とし

ては厳しいものがあります。だからといってそういうお子さんの受入れができない

ということではなくて、受け入れていく姿勢が保育園にも必要だということはすご

く感じています。それは行政のほうでももっと、受け入れるには保育士も研修をし

て、看護師さんも保育園で医療的ケアのお子さんが受け入れられるような応援、そ

ういうのがあるといいなと保育園では思っています。できれば保育園の生活を共に

させてあげたいというのが一番思っていることですので、そのために保育園の理解

とか、保育士の受け入れるという同意とか看護師の同意、それから区との連携が大

事かなと。ここに書いたのですが、受入れは、そういうことが一つでも欠けると難

しいかなというのが現状です。地域に、自宅に帰ってきて、そして保護者の方、お

母さんが一人で見ているというのは本当に大変だと思います。重度の方も、保育園

に入れなくてもいいけど保育園の中に入りたいということで、保護者の方と園庭開

放にいらっしゃって、看護師がちょっと見てあげたりとか、保護者の方のお話を聞

いたりとか、そういうことはやってみてすごく大事だなと感じております。ただ、

全て受け入れるのは現状では限界があるかなというところがあります。今感想しか

言えないですけど、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した。それでは、続きまして横浜市幼稚

園協会の渡邉委員、お願いできますでしょうか。 

（渡邉委員）今、保育園の先生のお話を聞きながら、幼稚園はこの会議では肩身が

狭くて、医療的ケア児を受け入れている園はほとんどないだろうと思っています。

専門家の方たちの受入れ不足が多いという話を聞いたときに、幼稚園協会には幼稚

園と認定こども園の園長先生たちもいるのですが、基本的に０、１、２歳が在園し

ていないこともあって、看護師がいません。その中で、医療的ケア児を入れるとい

う話は本当にハードルが高いというのが実情だと思っています。ただ、障害の子た

ち、特に自閉症とかという子供たちは今本当に横浜でもすごく増えてきているの

で、そういう子たちが入ってきて、どのように一般の子供たちと保育をしていくか

という話は、研究会とかである程度盛んに横浜市幼稚園協会でもやっているので

す。医療的ケア児に対してというところの、その子を受け入れて子供同士の関係の

中で、医療的ケア児という言い方ではなくて、何々ちゃんと何々ちゃんがといった

形で人と人がつながっていくようなところをどのように考えていくか。そのことを

きちんと構築していかないと、園にそういう子たちがいる、別に本当に、生まれる

ときの状況の中でそのようになっていくのだけど、そういう子たちも当たり前に生

きているんだということを子供たちも柔軟に受け入れて、保護者の方たちもそれを

温かく見て、保育者たちもその辺の「いて当たり前なんだ」みたいなところをどう

耕していくかというと、月１回とか何かしら、受け入れるという前に、そういう子

たちも必死に生きているし、人との関わりを求めているんだという空気を、どのよ
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うに園の中とか幼稚園協会なら幼稚園協会の中に入れていくかということをまずし

ていくこと。でないと、「医療的ケア児を受け入れますか」とポンと言われたとき

のハードルの高さは、安全面もそうですし、本当にうちの園で入れていいんだろう

かと思ってしまうということを感じていて、だけど何かしら、その子たちも必死で

生きていたり、人と関わりたいということに関して理解を深めていくという営みは

これからもしていくことが大事なんだなと、この会で今考えさせられています。以

上です。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。続きまして、神奈川県立金沢養護

学校校長の鈴木委員、よろしくお願いいたします。 

（鈴木委員）こんばんは。よろしくお願いいたします。ちょっと記載内容から外れ

てしまうかもしれませんが、教育の中での医療的ケアを進めているというところで

は、そういう子の実態を、実は一般の小学校、中学校、高校、ひいては大学、看護

師等を養成する学校にもお話をしに行く機会があるのですが、その中でも学校に看

護師さんがいることが意外に知られていないという現実をとても突き付けられてい

ます。年に何回か各種学校にお話をしに行く機会があるのですが、そういったとこ

ろをきっかけに、特別支援学校の中にも看護師がいるとか、普通の学校の中にも看

護師として働いている方たちがいるというのをしっかりと知ってもらうことはとて

も大事なことだと思っています。 

 あと、看護師というものが、行政単位で配置の仕方にかなり違いがあるのです。

学校の職員として看護師というのが法律上は定められていないので、医療職、福祉

職が学校の中にしっかりと位置づけられて、医療的ケア児・者、児童生徒が安全に

学習活動ができるという体制づくり、法的な根拠みたいなものが整ってくると本当

にありがたいなと感じているところです。また今、肢体不自由の教育部門の子供た

ちだけではなくて、知的障害教育部門の中でも気管切開とか経鼻経管栄養といった

ニーズのある、本当に元気に動き回る子供たちの医療的ケアの必要性も出てきてい

ます。そういうものに対応する中では、職員の知識の底上げとか、そういう意味で

は関係機関の皆様との連携の中で、研修とか関係機関の見学とか、本当に学びの場

の充実の必要性を感じているところです。以上です。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。では、続きましてＮＰＯ法人フュ

ージョンコムかながわの成田委員、お願いいたします。 

（成田委員）フュージョンコムかながわの成田です。よろしくお願いします。私た

ちのところは喀痰吸引等の登録研修機関でもありますので、現在は３号の方の養成

や看護師等の指導者の養成等を行っています。その中で、指導者の養成のときに、

３号研修の演習場面を実際に参観していただいているのですが、看護師さんたちは

看護師さんを教えたことはあっても非医療職の方を教えることはあまりないよう

で、そういう場面がすごく学びの場になっているんだなというのを研修の場面で感

じることがあります。それと同時に、登録研修機関として研修を担っている関係
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で、研修を受けた方からの相談をすごく多く受けます。相談内容は本当にいろいろ

ありますが、この頃事業所の中で多いのは、例えば入所や通所されている方が、グ

ループホームとかの入所先で、入院されて退院されるときに医療的ケアが必要にな

って、退院後にその事業所で受け入れるとき、具体的にどんなことの準備が必要か

というような質問も非常に多くて、こういう準備とこういう準備がありますという

のを、これは登録研修機関の仕事かどうか分かりませんが、そういう相談もすごく

あります。また、看護師さんからの制度の質問や、制度上これは介護職員等が行っ

ていい行為なのかどうか、グレーゾーンに対する考え方の整理とかも求められるこ

とが多くあります。私たちが喀痰吸引の登録研修機関になっているのは、医療的ケ

アのある方の生活が豊かになるようにということを願っているので、そういう隙間

の相談についてできれば対応していきたいし、またそれが多くのところで対応して

いただければありがたいなと考えています。 

 それともう一つ、去年から新しく立ち上げた事業の中に、特別支援学校等を卒業

した方の生涯学習という視点もこれから必要になるのではないかと考えて、まだま

だ全体ではないのですが、例えば特別支援学校で訪問教育を受けていた方は、卒業

すると通所するところがなくて学びの場がほとんどないという現実がありますの

で、そういう方たちのための訪問サービス事業、学びの場の提供もあります。これ

も今後、障害のある方、医療ケアのある方の生活を豊かにするという部分では必要

な視点かなと考えています。以上です。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。最後に、横浜重心グループ連絡会

の西村委員、よろしくお願いします。 

（西村委員）横浜重心グループ連絡会ぱざぱネットの西村と申します。よろしくお

願いいたします。私たちは当事者の家族の団体ということもあって、私たち当事者

が必要としているニーズを伝えていく、要望するような機会が活動として多いの

で、こうした場所に参加するとか、あと懇談会に、障害者支援センターが主催して

くださるような連絡会に参加させていただくとか、そのようなことを活動の中で行

っていることが多いです。私たち当事者が抱える問題として今あるのが、卒業後の

受入れの問題です。受入先が年々、場所によっても地域によっても変わりますし、

どこの地域が不足しているというのも毎年変わってしまうことなのですが、医療的

ケアの子供たちの受入れという部分ではすごく格差が出てきてしまうというのが当

事者の私たちの困っているところです。施設によっては医療的ケアの子を積極的に

受け入れる施設もあれば、今まで施設で受け入れていないけど今後医療的ケアを受

け入れていこうかなと考えていただく施設もたくさんあるのです。そこが積極的に

受け入れられない理由がどこにあるかを考えると、皆さんが今言っていただいたよ

うに、看護師の雇用の問題とか、施設側でも今、医療的ケアが多種多様になってい

て、吸引だけとか要注意なだけというわけではなくて、酸素吸引が一緒になってい

たり、人工呼吸器の子も増えてきました。そういう、多種多様に受け入れていくた
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めには、うちではできかねる部分がありますというような形で実習まで追いついて

いかないことがあったりとか、そのような問題に今直面していることが多いです。

なので、各委員さんからもありましたが、そういったニーズを、行ってほしいこと

として、医療的ケアの内容とか、そういうことについての研修等を行っていくこと

で受入れ等の体制が整っていくのであれば、こういうことを行政側のほうに少し考

えていっていただきたいなという思いが私たちの中でもあります。 

 学校のほうで言いますと、これはもう長年なのですが、医療コーディネーターの

方も言っていましたとおり、移動支援というか学校送迎の問題は結構出ていて、

今、市では随分進んできましたが、医療的ケアの子供たちもそういった部分で車

と、そして看護師さんが同乗する形で、今試験的にちょっとずつ行われていて、特

別支援学校６校とも全部開放されています。そういったことで少しずつ進めていこ

うという取組が進んでいることには本当に保護者としてすごく感謝していますし、

みんなが期待したことなので大変うれしく思っているのですが、そこの進みがもう

ちょっと、医療的ケアの子の看護師が乗車する移動車の組合せが、うまく連携を持

ってやれることのほうがまだまだ難しいので、車の手配か看護師手配かどちらか分

かりませんが、そこがうまく連携を取って実現できるようなことがあれば、もっと

ここを進めていただきたいなという思いがあります。 

 最後に、私たちの最後のところで、コーディネーターについてみんなで話し合い

まして、医療的ケアのコーディネーターというのはみんなチラシで見ることはある

のですが、残念ながら、コーディネーターさんがいらっしゃるような訪問看護ステ

ーションを利用しているとすぐにつながってうまく相談部門が機能するのですが、

そうでない訪問看護ステーションを利用している方だとコーディネーターの存在自

体、どういうことを相談したらいいのとか、そういう話がどうしても出てきてしま

います。せっかくこの医療コーディネーターという相談を受ける分野を設けてくだ

さったので、私たちももっと活用したいと思うのですが、あまり認知的に知れ渡っ

ていないので、当事者の親たちにも、こういうところで相談できるとか、こういう

話も受けてもらえるとか、そういったことを教えていただけるような、ＰＴＡを使

ってもいいですし、何か学校等で参加できるところを教えていただいて、そういっ

た講習会を開いていただきたいなということがありました。 

 あと、当事者と親で相談しに行った施設側のほうが意外に医療コーディネーター

さんの存在というか、こういったことをやっていくという認知度がちょっと低いの

ではないかということです。短期入所のレスパイトだったのですが、動けるお子さ

んで、なかなか預かってもらえるところがなくて、そこにコーディネーターさんを

つけて施設側にという連携を三角形で取るつもりがうまくいかなかった例がありま

した。そういうこともあるので、コーディネーターさんという、せっかくのいいシ

ステムというか、こういった相談部門をもう少し生かせるような環境を考えていた

だけるといいなと思います。計画相談のこういった中にコーディネーターさんを入
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れていただけるようになると、もっと相談部門のところで、そこにプラスコーディ

ネーターもつくのでいいのではないかというような意見が様々に出ました。以上で

す。ありがとうございます。 

（武安委員長）どうもありがとうございます。ちょっと手際が悪いので時間が迫っ

てしまったのですが、今、皆様のお話を伺うと、どうもキーワードは看護師さんと

いうことになりそうなお話だと思います。全てのところで看護師さんがいないとう

まくいかないとか、スムーズにつながらないというご意見があったと思うのです

が、河村さん、今のお話を伺ってどうでしょうか。看護師さんの手が足りない、ま

た、お仕事の内容が多岐にわたって難しいというお話があったと思います。 

（河村委員）それに尽きるのかなと思います。それで私は資料に書かせてももらっ

たのですが、訪問看護が居宅以外の場所に訪問できるように変えてほしいというの

は永遠の課題だと思うのです。恐らく保育園や学校、施設にしても、少し訪問看護

師が入ればクリアできる問題が多いのではないかと、ここが重要なのではないかと

思っています。あと、ナースカーも、時間的に看護師が、訪問看護が使えるのか、

あとは潜在ナースとか、ちょっとここの導尿だけとか、ちょっと車に乗って一緒に

行ってほしいみたいな、それぐらいだったら働けるというナースも掘り起こしが必

要なのではないかと感じていて書いたのですが、これはなにぶん制度なので、ひっ

くり返すのは大変なのだろうなと思っています。 

（武安委員長）どうもありがとうございます。行く側としてのご意見はそういうこ

となのですが、逆に受け入れる側として保育園の高居委員、こういうものに関して

どうでしょうか。今のご意見に対して、受けることは可能ですということはござい

ますか。 

（高居委員）できれば訪問看護ステーションの看護師さんとの連携も取れると、よ

りいいのかなとずっと思っています。 

（武安委員長）ありがとうございます。養護学校のほうですと鈴木委員、学校には

看護師さんが配置されていらっしゃると思うのですが、まだ足りないという印象で

しょうか。それとも外から受け入れて、さらによりスムーズに動かしたいというこ

となのでしょうか。いかがでしょうか。 

（鈴木委員）県立の話になりますが、学校で医療的ケアが始まったとき、看護師の

数が子供12人に対して１人だったところから６人に対して１人、それ以下で今学校

は推移しているのですが、医療的ケアの重複化であったりとか、一概に人数で計り

得ないもの、人工呼吸器の管理も今、特別支援学校の中ではとても課題になってい

るので、そういったいろいろな課題を解決していくためには、横浜市立では訪問看

護の利用が少し進んでいるというお話は聞いているのですが、県立などでもそうい

ったピンポイントでの看護師の利用みたいなニーズはあると感じています。 

（武安委員長）どうもありがとうございます。私が今感じたことを何人かの委員の

先生にお伺いしたのですが、全体を通していかがでしょうか。何かほかにご意見が
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ございましたらこの際。どうぞ。 

（二宮委員）横浜市歯科医師会の二宮です。渡邉委員には非常に申し上げにくいこ

となのですが、幼稚園の受入れがなかなか進まないということで、私自身が思うに

は、まず市で医療的ケア児の方の幼稚園のニーズがあるかというニーズ調査を行っ

て、必要があれば幼稚園も、例えばモデル園をつくるなりして受入体制をつくって

いく必要があるのではないかと思いました。歯科に関しては、2015年より前は全く

やっているところがなくて、2015年に多摩地域で、多摩の20の歯科医師会及び孤児

医療機関で「たましょう歯ネット」というグループが初めてできました。私ども横

浜市歯科医師会は全く分からなかったので、そこのモデルを参考にして、ほとんど

ものまねみたいな状態で進めていきました。幼稚園に関しては、ただでさえ前回の

委員会のときも、幼稚園のお子さんがチューブを引っこ抜くかもしれないし大変と

いうことは重々承知しているのですが、どこかでやっているところはあると思うの

で、もし市でニーズ調査を行って幼稚園のニーズがあるといったら、そういったモ

デルを参考にして、一つの園でもいいと思うのでモデルケースを基にして広げてい

ったらいいのではないかと思いました。以上です。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。渡邉委員、今、二宮委員からそう

いうご意見がありましたが、どうでしょうか。 

（渡邉委員）ご意見ありがとうございました。一つは多分、横浜市の幼稚園は全部

が私学なので、各園の園長先生たちの考え方でいろいろと変わってくると思いま

す。医療的ケア児を受け入れている園が全くないとは思わないですが、多分お兄ち

ゃんとかお姉ちゃんがいながら下の子がそうだというところとか、何かしらで受け

入れるという。うちの場合でも過去にちょっとそういう子に関わったことがありま

す。ただ、実際上、保護者の方ととか、看護師さんをどうするかという話を幼稚園

がやろうとするとハードルが高いというのは正直言ってあるので、モデルケース的

なものをつくれたり、こうやれば受け入れられるというものが実績としてつくって

いけるような、そういう園を探してみるのか、園をつくっていくのかというのは、

検討はしてみてもいいのかなと思っています。ただ、今のところで、僕も結構いろ

いろな園長先生たちに聞いたのですが、受け入れるということに対しての園長先生

方のハードルは高いというのが実感ではあります。以上です。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。二宮委員、よろしいでしょうか。 

（二宮委員）はい。ありがとうございました。 

（武安委員長）公立と違って幼稚園は私学の集まりですので、全部意見を統一する

のはかなり難しいだろうと私も思っておりますが、これはまた検討する課題という

ことでお預かりさせていただいてよろしいでしょうか。時間が迫ってきてしまった

ので、全体としてこの場で何かお話をしたいこと、何かご意見を聞きたいことがご

ざいましたら、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、この議題の医療的ケア児・者等の受け入れ体制の充実についてはこれ
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にて終わりにさせていただいて、次の３の報告事項に移りたいと思います。 

 

報告事項 

（１）医療的ケア児・者等コーディネーターの実績について 

（武安委員長）３の医療的ケア児・者等コーディネーターの実績についてというこ

とで、内容説明を西野課長、よろしくお願いいたします。 

（西野課長）よろしくお願いいたします。医療局がん・疾病対策課の西野でござい

ます。私からは取組状況ということで、資料２と資料２の別紙をご覧いただくよう

になると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず資料２の冒頭部分でございますが、横浜型医療的ケア児・者等コーディネー

ターについてということが少し枕言葉的に書いてありますが、これはもう皆さんご

案内のとおりでございますので、一番下の３行のところです。先ほど武安委員長か

らもありましたが、このコーディネーターにつきましては、平成31年４月から磯子

区医師会訪問看護ステーションに１名を配置し、支援を開始いたしました。そし

て、令和２年４月からは５人増員して、６人体制で市内18区の支援を開始したとい

うことでございます。今日報告いたしますのは、その下の１）活動実績について」

ということで、相談支援件数、令和２年４月から12月の実績を中心にご報告させて

いただきたいと思っております。 

 最初に、資料２の別紙というところでご覧いただければと思います。これは上段

に、令和２年度４月から12月までの拠点ごとの相談延べ件数を記したものでござい

ます。括弧のものが、件数の中の新規の案件のものでございます。６つのコーディ

ネーター拠点で合計いたしますと、右の一番下になりますが、延べ416件、このうち

新規が305件となっておりますので、新規でご依頼いただいた300件のうちの約３分

の１がさらに継続でご相談いただいた、単純に計算するとそういうことになりま

す。この表の下に、支援する区というところで、それぞれのコーディネーター拠点

がどの区を分担しているのかを記しておりますので、ご参考にご覧いただければと

思います。 

 ここで一旦、資料２にお戻りください。「（１）活動実績について」の２つ目、

「イ」です。今の相談件数の中で、相談内容の傾向について簡単にご報告いたしま

す。１つ目は対象者の年齢でございますが、乳幼児から就学時期の相談が多くなっ

ている傾向がございました。また、相談いただきました方は、ご家族と病院がほぼ

半数を占めております。また、相談内容につきましては、最も多い福祉サービスに

ついてが約18％、その次に訪問看護についてが約15％となっておりまして、その他

いろいろな内容が多岐にわたっておりました。それが相談の実績の概要ということ

でございます。 

 その下、「ウ コーディネーターのネットワークづくり」というところで、今年

度のこれまでの取組についてご紹介させていただきたいと思います。先ほどコーデ
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ィネーターがまだまだ知られていないというお話もございましたが、コーディネー

ターもそれぞれ、内向けのネットワークと外向けのネットワークの両面で活動を始

めております。まず「（ア）コーディネーター定例会」でございますが、これは６

人のコーディネーターが、基本的に月１回お集まりいただいて、それぞれの活動状

況を共有したり、困難事例を共に学び合うような取組をさせていただいています。

今年度につきましてはコロナウイルス感染症の関係で、４月、５月はこの定例会が

開催できませんでしたが、６月以降はウェブ開催も含めて開催させていただいてい

ます。このコーディネーター定例会の中では、３つお示ししましたが、先ほども話

題になりました、保育園・幼稚園の入園に向けた相談とか就学に向けた相談、それ

から、そもそも資源が少ないということもございまして、資源探しをどうしている

のかというようなところが定例会の中で話題になって意見交換されていました。ま

た、コーディネーターの活動が始まったということを広く知っていただくために、

外向けの営業活動にも取り組んでおります。それが「（イ）」でございまして、関

係の連絡会に出席させていただいて、新しくコーディネーターができましたという

説明をさせていただいています。例えばこの下に書いておりますが、特別支援学校

との交流会とか神奈川県訪問看護ステーション協議会定例会にお邪魔しまして研修

会という形でご説明させていただいたり、地域子育て支援拠点の横浜子育てパート

ナー連絡会や基幹相談支援センター連絡会にもお邪魔してまいりました。また一番

下、これも先ほど武安委員長から医師会さんの取組の中に入れていただきました

が、小児在宅医療研修講演会にもコーディネーターが事例を報告してということを

予定しておりましたが、残念ながら今のところ延期ということで、何とか開催でき

ればいいかなと思っているところでございます。 

 次のページをご覧いただければと思います。今年度の取組につきましては、各種

研修会を私どものほうでも少し企画させていただいています。まず、「ア 支援者

養成研修」でございます。これは、地域の施設等が医療的ケア児・者の受入体制を

充実していただくために、そういったところで従事されている方を対象にする研修

ということで、平成30年度からスタートしたものでございます。30年、31年度で合

わせて80人の方が修了しています。ただ、ここも大変残念なのですが、本年度は研

修会の準備を進めてまいりましたが、ちょうど開講のときにコロナの波が来てしま

ったということで、今年度は研修自体を中止せざるを得なかったという状況で、修

了者が一人も出ないということになっております。その下の、「イ」と「ウ」でご

ざいますが、これは既に研修を修了してご活躍中の方に対するフォローアップ研修

でございます。「イ」が６人いるコーディネーターのフォローアップ研修、「ウ」

が冒頭申し上げました「ア」の支援者養成研修を修了した方のフォローアップ研修

でございます。令和２年度につきましては、この「イ」と「ウ」の対象者を一緒に

して、２回コースということでプログラムを組みまして研修を実施させていただき

ました。これはそのフォローアップということで、（ア）にもありますが、こうい
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った研修を受けた方々の支援や連携を深めていただく場面も発表していただこうと

いうことで、それぞれ顔の見える関係づくりになるような場にしていただきたいと

いうことでやらせていただいております。令和２年度の実施状況でございますが、

先ほど言いましたとおり２回コースということで、①、②と書かせていただいてお

ります。10月21日に１回目、11月25日に２回目ということで、講義とグループワー

クという形式で実施いたしました。今年度のテーマにつきましては、学校について

やらせていただきまして、１回目が「医療的ケア児の学校選び」という題目で、教

育委員会の特別支援教育相談課指導主事の先生に講師をお願いしました。２回目は

「学校での医療的ケア児の生活について」ということで、現場のお話をしていただ

こうということで、上菅田特別支援学校の先生に講師をお願いして開催させていた

だきました。（エ）に、当日のアンケート結果や感想等を少し抜粋したものを出さ

せていただいております。時間の関係もございますので頭の部分だけでございます

が、今回のテーマであった特別支援教育総合センターや特別支援学校について、こ

ういう研修を受けた方であっても、何となく知っているという方が半数ぐらいで一

番多かったという話で、こういった機会にこの研修を受けまして、講義が非常に参

考になったということを全員の方に言っていただきましたし、知識を深めることが

できたと思われるという感想を頂きました。また、このフォローアップ研修は、次

年度もこういったアンケートの声を参考にしまして、テーマを選択して引き続きや

っていきたいと思っております。 

 雑駁ですが報告は以上にさせていただきます。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した。今年度はコロナの影響でいろいろ

と中止とか延期が増えてしまったのですが、全体を通していかがでしょうか。何か

ご質問・ご意見等はございますでしょうか。二宮委員、どうぞ。 

（二宮委員）横浜市歯科医師会の二宮です。医療的ケア児の活動実績の相談内容に

ついてですが、例えば「医療資源」「福祉サービス」と記載されていますが、もし

可能であれば、もう少し踏み込んだ内容を記載していただければありがたいと思い

ます。例えば医療資源だけでなくて、歯科医院が見つからなくて困ったとか、個人

情報に差し支えなければ具体的な内容を明らかにすることで、私たちはそれに対す

る対策、対応を取れると思うのです。せっかくコーディネーターさんがいて、医療

的ケア児・者の保護者等の生の声を聞いているので、現場の私たちがその具体的な

内容が分かれば生かせるかなと思いました。以上です。 

（西野課長）ありがとうございます。 

（武安委員長）西野課長、そういうことでよろしいですか。 

（西野課長）集計につきましては、コーディネーター定例会の中でも、どのように

取っていくのが後々のためになるのかという議論を繰り返しておりまして、申し訳

ないのですが走りながらいろいろと考えているようなところでございます。今のご

意見も参考にさせていただきながら、さらに詳細な報告ができるようにしてまいり
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たいと思いますので、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した。ほかに何かございますでしょう

か。この項目はこれにて終了させていただきます。 

 

（２）衛生材料の配付について 

（武安委員長）続きまして、報告事項（２）衛生材料の配付についてということ

で、これは内田課長からよろしくお願いいたします。 

（内田課長）よろしくお願いいたします。こども青少年局障害児福祉保健課の内田

です。資料３をご覧ください。衛生材料の配付についてということで、時間も限り

がございますので、こちらについては簡単にご説明させていただきたいと思いま

す。このコロナ禍におきまして、国の手指消毒用エタノールの優先供給スキームを

活用いたしまして、昨年３月、４月、６月の３回にわたりましてエタノールを配付

してまいりましたが、このたび今年２月上旬に４回目の配付を行いましたので、そ

れについてご報告させていただきます。 

 「１ 調達方法」ですが、一つ今回の特徴は、市内事業者に発注する形で各ご家

庭に直接お送りする方法を取りました。把握につきましては、「２ 対象」のとこ

ろをご覧いただきたいのですが、市内全ての訪問看護ステーション、区役所、特別

支援学校にご協力をお願いいたしまして得た情報、また、私どもが行っております

メディカルショートステイという事業の登録者の方、あるいはお申し出いただいた

方によって配付対象者を把握いたしました。12月15日時点で1575人を配付対象とし

て配付を行いました。内訳につきましては、児童473人、成人1102人でございます。

参考のところに１～３回目の対象者について書いてございますが、今回については

医療的ケアの内容を問わず、把握した方々についてはお配りする形を取らせていた

だきました。「３ 配付方法」は、先ほど申し上げましたように、ご自宅に直接配

送という形を取りました。１回目から３回目につきましては、こちらの参考にござ

いますように、訪問看護ステーションのご協力を得るなどしながら配付してきたの

ですが、今回は業者さんにお願いして直接お届けする形を取らせていただきまし

た。 

 次のページをご覧ください。「４ 配付内容」、何を配ったかについてはこちら

に書いてあるとおり、手指消毒用エタノール、アルコール綿でございます。「５ 

配付実績」につきましては、１回目から３回目の配付実績ということですので、ご

覧いただければと思います。ご説明は以上です。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。これに関してはいかがでしょう

か。本当に足りない、特に今年度前半はエタノールが全く手に入らない状態で、

我々が訪問している際にも非常に困ったのですが、最近は大分供給もスムーズにい

くようになったと思いますが、いかがですか。よろしいですか。 

（星野委員）今回の横浜市さんの衛生材料の配付とはちょっと違うのですが、国の
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配付で精製水の配付というのがあったと思うのです。それに関して、外来にいらっ

しゃっているご家族からとても助かったという声が多くて、どうしてかというと、

精製水はこども医療センターでも診療材料として払い出すことができていて、それ

も不足はしていないのですが、実は運ぶのがとても重いのです。こども医療でお渡

しはできるのですが、重くてご家族がおうちに持って帰るのがとてもとても大変

で、それを今回、国の配付事業でおうちに届けてくれたので、すごく助かったとい

う声が複数の方からありました。今回の横浜市さんの事業とは別のお話なのです

が、そういったご家族のご苦労はあるんだなというのはご家族の声で分かりまし

た。以上です。 

（武安委員長）どうもありがとうございます。ほかにございますか。星野委員、そ

の払い出しというのは、お金は取っていないのですよね。 

（星野委員）ご家族からは取っていません。保険診療の在宅療養指導管理料とか加

算の中です。 

（武安委員長）含まれているという。 

（星野委員）そうです。 

（武安委員長）逆に言うと、運ぶだけのお金が出ないということですよね。 

（星野委員）そうです。ただ、今回コロナの電話診療があるので、それで申し込ん

でくれた方には、配送料は家族持ちなのですが、配送というサービスも、一応こど

も医療でもやっています。 

（武安委員長）分かりました。どうもありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。それでは、ここはこれにて終わ

らせていただきます。 

 

（３）令和３年度予算案について 

（武安委員長）続きまして、報告事項（３）令和３年度予算案について、これも内

田課長、よろしくお願いいたします。 

（内田課長）引き続きまして、内田からご説明させていただきます。資料４になり

ます。ちょっと分厚い資料になっていますので、恐縮ですが私が申し上げたページ

をおめくりいただきながらご覧いただければと思います。 

 まず１枚おめくりいただきまして、１ページになります。この医療的ケア児・者

の支援事業につきましては、健康福祉局、こども青少年局、医療局、教育委員会の

４局が一緒に実施しているということですので、今回の予算案についても４局の予

算についてご説明させていただきたいと思います。まず最初、この１ページ、健康

福祉局の予算案ですが、一番上のほうに＜令和３年度の６つの柱＞ということで、

６つの柱立てで予算を編成してございます。この中の「４ 障害者福祉の充実」、

こちらの柱の中に医療的ケア児・者の支援事業が計上されてございます。１枚おめ

くりいただきまして、２ページをご覧ください。こちらは数字でございますが、上
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段の表の一般会計、こちらの３年度の一番下の計をご覧いただきますと、３年度の

予算額につきましては4993億6207万2000円という額になっておりまして、前年度比

9.9％増となっております。それでは、少し飛びますが、11ページをご覧ください。

「21 障害者の地域生活支援等」でございます。事業内容ですが、本人の生活力を

引き出す支援の充実を図り、障害者が地域で自立した生活を送れるよう、各事業を

推進していきますとさせていただいております。この中の下のほうに行きますと、

「４ 医療的ケア児・者等支援促進事業」でございます。予算額は888万円でござい

ます。日常的に人工呼吸器等の医療的ケアが必要な障害児・者の在宅生活を支える

ため、医療・福祉・教育等の多分野にわたる調整を行うコーディネーターによる支

援等を継続して実施します。また、市内における医療的ケア児・者等の実態調査を

行い、支援の充実に取り組みます。このアンダーラインの部分は、来年度の新規拡

充に該当する部分でございます。 

 それでは、少し先に行きまして、次が19ページをご覧いただければと思います。

19ページからのこども青少年局の予算概要になります。２ページほど進んでいただ

きまして、21ページをご覧ください。こども青少年局の予算につきましては、施策

分野１、２、３と分けて構成してございます。「施策分野１ 子ども・青少年が

様々な力を育み、健やかに育つ環境をつくる。」、「施策分野２ 誰もが安心して

出産・子育てができる環境をつくる。」、「施策分野３ 社会全体で子ども・青少

年を育てる環境をつくる」となっておりますが、施策分野１の基本施策④の「10 

在宅障害児及び施設利用児童への支援等」、こちらに医療的ケアの関係を計上して

ございます。１枚おめくりいただきまして、22ページをご覧ください。こちらの数

字でございますが、こども青少年局の令和３年度一般会計予算の合計は、3193億

7032万2000円でございます。前年度比3.5％増となっております。先に進んでいただ

きまして、27ページをご覧ください。「10 在宅障害児及び施設利用児童への支援

等」でございます。事業内容は、「障害児及び家族が安心して暮らせるよう、学齢

期のデイサービスや相談支援、重症心身障害児・者等への医療的ケア等を実施しま

す」とさせていただいております。これの下のほうに行きまして「４ 医療環境整

備事業」となっております。ここの（１）に、先ほど健康福祉局の予算概要にも書

いてあったものと全く同じ書き方をさせていただいております。予算額が1019万円

になっておりますが、これは（２）に書いてある別の事業も含めた数字になってお

りますので、医療的ケア児・者の支援事業の予算額については、４局全く同じでご

ざいますので、888万円となってございます。 

 １枚おめくりいただきまして、次が医療局の予算概要になります。29ページで

す。さらに２ページ進んでいただきまして、31ページをご覧ください。医療局の先

に予算額でございますが、令和３年度につきましては、一般会計の合計が１億2137

万9000円となっておりまして、令和２年度に比べて8.2％増となってございます。２

ページほど進んでいただきまして、33ページをご覧ください。こちらが医療局の３
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年度の予算体系図になってございます。「１ 新型コロナウイルス感染症」、「２ 

2025年に向けた医療提供体制の確保」、「３ 地域医療の充実・強化」、１枚進ん

でいただきまして34ページでございますが、「４ 救急・災害時医療体制の強

化」、「５ 在宅医療の充実」、「６ ＩＣＴを活用した医療政策の推進」、「７ 

市立病院における取組と経営」という構成になっておりますが、このうちの「５ 

在宅医療の充実」の中の「在宅医療推進事業」、この中に医療的ケア児・者支援事

業が計上されてございます。お進みいただきまして、42ページをご覧ください。一

番上の「（カ）小児在宅医療の推進」の中に二重丸で書いてございますが、「医療

的ケア児・者等の在宅医療支援」ということで888万円が計上されてございます。こ

ちらは、括弧書きで下に総事業費3551万円と書いてございますが、これが４局の合

算額の予算額となってございます。 

 それでは、またお進みいただきまして、47ページをご覧ください。こちらが教育

委員会の予算概要になります。１ページ進んでいただきまして、48ページをご覧く

ださい。教育委員会の令和３年度予算の考え方でございますが、令和３年度予算案

の主な事業としてと中ほどに書いてございますが、太字の部分、「GIGAスクールに

おける学びの充実」、「ウィズコロナ下の学習支援と『安全・安心』環境の実

現」、「中学校給食（デリバリー型）の実施」、「子どもの力を伸ばす教育の推

進」、「学校生活のきめ細かな支援」、「安全・安心な教育環境の整備」、「教職

員の配置」となってございます。49ページをご覧ください。予算額になりますが、

上のほうの表でございます。３年度予算額一般会計につきましては、2613億5616万

円でございます。前年比1.2％増となってございます。２ページ進んでいただきまし

て、51ページをご覧ください。「11 特別支援教育の推進」です。「特別な支援を

必要とする幼児児童生徒にあらゆる教育の場で一貫した適切な指導・支援や合理的

配慮を提供するインクルーシブ教育システムの構築に向けて、市立学校における教

育環境をさらに充実します」とさせていただいております。一番下、「９ 医療的

ケア児・者等支援促進事業」ということで書かせていただいています。 

 以上が、令和３年度の４局の予算概要でございます。説明は以上です。 

（武安委員長）どうもありがとうございました。今のご説明で、４局の主に我々の

関係する部署について880万円の予算をつけていただいたというご説明がございまし

たが、何かご質問・ご意見等はございますでしょうか。よろしいですか。これに関

しては、少し増やしていただいているということもありますので、来年度もよろし

くお願いしたいと思います。 

 それでは、この令和３年度予算案についてはこれにて終了したいと思います。 

 

その他 

（武安委員長）その他ということで、今日用意した議題・報告は全てですが、全体

を通して何かご質問・ご意見等がございましたらお受けいたしますが、いかがでし
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ょうか。よろしいですか。この際ですので何か言っておくということはございませ

んか。大丈夫ですか。 

 それでは、これで頂いた次第は全て終わりました。事務局にマイクをお返しいた

しますので、よろしくお願いいたします。 

（田辺係長）司会進行の田辺です。よろしくお願いします。皆様、本日は貴重なご

意見をたくさん頂きまして、どうもありがとうございました。これから次年度以降

の施策展開を検討する際に、今日頂いた意見を必ず生かしていきたいと考えていま

す。 

 あと、事務局からの連絡としまして、委員の皆様におかれましては、２年の任期

がこの３月末で終了となり、次回は委員改選後の開催となります。これまでのご議

論にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。また引き続き次期も委

員をお願いさせていただく委員の方もいらっしゃると思いますので、その際はぜひ

ご協力いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

 次回の検討委員会は７月から８月、上半期終わりぐらいの開催を予定しておりま

す。事務局からは以上でございます。 

 では、本日の検討委員会はここで閉めさせていただきたいと思います。皆様、本

当にありがとうございました。 
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