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重症心身障害児者地域生活支援協議会

各機関の専門家による会議を年4回開催

平成25年度に厚生労働省のモデル事業を、重症児・者福祉医療施設
鈴が峰（旧・重症心身障害児者施設 鈴が峰）が受託。
翌年から事業を正式に鈴が峰が引継ぎ協議会の運営を行う。



医療的ケアが必要な重症心身障害児者の
地域生活における課題について

令和元年8月

重症心身障害児者地域生活支援協議会

平成25年度～平成30年度



１ 目 的

本協議会は、重症心身障害児者や医療ケア児者の方々が、よりよい地域生活をしていく

ための支援体制のあり方を協議する場として、広島市の重症心身障害児者の当事者ご家族、

行政、医療、保健、教育、福祉の各機関の方々に参加いただき、平成25年度のモデル事業を

ベースとした協議体制を継続しています。

「平成」においては、医学の進歩を背景に、医療的ケアが日常的に必要な児は年々増加し、

地域生活における様々な課題と、「医療的ケア児」という名ばかりが注目されるようになり

ました。広島市においても、本協議会は、重症心身障害児者の協議の場としてだけではなく、

医療的ケア児者の支援についての協議の場としても位置づけられました。

定義づけだけだった「平成」を振り返り、新しい時代「令和」においては、必要な施策、

支援体制の構築がなされ、その上で、重症心身障害児者、医療的ケア児者の地域共生の実現

が望まれます。広島市においては、本協議会がその一助となるべく、課題を共有し、ともに

考え、行動していくことを目的とします。



（1）協議会のイメージ図
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本協議会で、当事者ご家族、行政、医療、保健、教育、福祉の各機関の方々
が協議してきた内容から、新規事業につながったレスパイト事業や相談支援
事業があります。
また、広島市の医療的ケア児等の支援の協議の場としても位置付けられてい
ます。



2 課 題

（ア）未就学期

◎障害福祉サービス等の社会資源の利用における課題

◎兄弟児への支援の課題

◎家族の力を育てる支援の課題

（イ）就学期

◎教育場所の選択の課題

◎成長期に伴って介護負担の増大

（ウ）児から者への移行期

◎社会参加の場の課題

◎助成制度課題

（エ）医療的ケアの増加の時期

◎医療的ケアの増加に対して、利用できる社会資源の課題

（オ）親の高齢化・親亡き後の生活を考える時期

◎親の高齢化に対する課題

（1）ライフステージごとの課題



未就学期

児から者への移行

医療的ケアの

増加

就学期

重症心身障害児者のライフステージごとの課題
課題11 社会参加の場が少数の生活介護事業所しかな

く選択肢が少ない
課題12 社会に重症心身障害児者が認知されておらず

生活のしにくさがある
課題13 小児慢性特定疾患の対象者が20歳になり、指

定難病から外れることがある。

課題１ 医療的ケア児の退院支援では、ほぼ訪問看護しか社会資源がないにも関わらず、小児の受入れが可能な訪
問看護ステーションは少ない

課題２ 乳幼児の障害福祉サービスの利用に制限がある（親が支援するという観点から、特に3歳児未満児には基
準がなく、居宅介護の利用に制限がある

課題３ 医療的ケアが濃厚な児や成長に伴って介護負担が増える児に対し、訪問入浴サービスが利用できない
課題４ 医療的ケアが必要な障害児や重症心身障害児を受け入れる保育園等がなく、保護者に就労の選択肢がない
課題５ 医療的ケアが必要な障害児を受け入れるレスパイト先が少ない
課題６ 未就学児が移動支援を使えない
課題７ 兄弟児への公的支援がない
課題８ 障害の受容等、母子教育や親の精神的フォローができる体制が不十分

課題９ 教育場所の選択肢がない
（1）地域の小学校、特別支援学校ともに医療的ケアが
必要な障害児の通学が困難

（2）学校での医療的ケアの対応範囲が限定されている

課題10 成長にともなう介護負担の増加に対応
できる制度設計が成されていない

課題14 医療的ケアが必要な方が利用できる社会資源が少なく、
医療的ケアが必要になることで、今まで利用していた
サービスが利用できなくなるだけでなく、これを補填
する制度も設計されていない

課題15 準備や送り出し等が出来なくなり、日中活動に通
うことが困難になる

課題16 レスパイトの比重が大きくなるが受入れ先が少ない
課題17 重症心身障害児者の受入れ可能なグループホーム等

がなく、親から自立した生活を送る環境が整ってい
ない

幼児期

親の高齢化
親亡き後の
生活を考える



（2）ライフステージ横断的な課題

（ア）生活をコーディネートする支援体制の必要性

◎重症心身障害児者に特化した窓口と各機関との連携体制の構築

◎医療的ケア児者・動く重心児者の受け入れ体制の整備

（イ）社会資源の情報の整理の必要性

◎対応できる事業所等の情報の整理

（ウ）支援者の教育・育成の課題

◎スキルアップ・人材育成研修の場の環境整備

（エ）災害時の体制

◎避難場所・必要な医療材料の確保の課題

◎連絡体制及び情報共有体制の整備

（オ）社会的認知度と啓発運動

◎地域での認知・周知の課題



重症心身障害児者のライフステージ横断的な課題

課題18 福祉サービスや子育て相談、医療相談等の多種多様な相談内容に応じ、生活全体をコーディネート

する支援者の養成、重症心身障害児者に特化した相談窓口がなかった

課題19 医療的ケアが必要な、動ける重心の方のレスパイト先が不足している

課題20 （1）災害時の避難・避難所での生活が困難な場合の支援体制が整っていない

（2）医療機関や福祉避難所との連絡体制および情報共有ができる体制が整っていない

（3）基幹相談支援事業所や障害福祉サービス事業所、医療機器メーカー等がそれぞれ安否確認を行

うが、その情報を集約し共有する体制が整っていない

課題21 重症心身障害児者の社会的認知度が低く、社会での生きにくさがある

未就学期
幼児期

就学期 児から者へ
移行

医療的ケア
の増加

親の高齢化
親亡き後を
考える

横 断 的 な 課 題



重症心身障害児者
地域生活支援協議会

ライフステージに応じた連
続した支援体制の構築

支援者の人材確保
教育・育成の充実による
サービスの質の担保

状態像に応じた
柔軟な制度運用や
基準の明確化

家族の力を育てる支援
兄弟児への支援

医療・福祉・保健・
教育の連携強化

社会的認知度の向上
地域共生の実現

教育・社会活動の
自由な選択ができる権利

広島市重症心身障害児者相談支援
センターの設置（Ｈ29.10～）

広島市立舟入市民病院でのメディカ
ルレスパイト設置（Ｈ29.5～）

社会資源マップの作成
医療ケアが必要な方への事業所ｎａ
ｖｉ（広島市） （Ｈ28.6）
地域相談支援会（年1回）

事業者研修会（年2回）開催

啓発講演会
（年1回）

３ 課題に対する取組み

（１）抽出された課題

※課題に対しての取り組み



（２）これまでに実現できた取組み

〇 啓発講演会（年1回）の開催

平成27年16月～

〇 広島市立舟入市民病院でのメディカルレスパイトの設置

平成28年5月～

〇社会資源マップ「医療ケアが必要な方への事業所navi（広島市）」の発行

平成28年16月～

〇事業者研修会（年2回）の開催

平成28年18月～

〇重症心身障害児者相談支援センター（ほっと+いけあ）の設置

平成29年10月～



抽出された課題 成 果

・社会的認知度の向上
地域共生の実現

・啓発講演会の開催

・医療・福祉・保健・教育の
連携強化

・広島市立舟入市民病院での
メディカルレスパイト設置

・社会資源マップの発行

・支援者の人材確保および教
育・育成の充実によるサー
ビスの質の担保

・事業者研修会（年２回）の
開催

・ライフステージに応じた連
続した支援体制の構築

・広島市重症心身障害児者相
談支援センターの設置

さらなる課題と取組み

・社会的認知度を高めるため、一般
の方に知ってもらうための仕組み
作り

・対象者や関係機関に、より周知さ
れる方法の検討
・社会資源マップの活用状況の評価
・災害時の連絡・医療情報の共有体
制の確立

・経験年数や事業種別等、対象者を
選定し、より専門性の高い研修会
の実施

・対象者や関係機関に、より周知さ
れる方法の検討



課 題

抽出された課題 提 案

・状態像に応じた柔
軟な制度運用や基
準の明確化

・３歳児未満児の居宅介護（身体介護等）の利用基準の明確化が必要
・医療的ケアが濃厚または成長にともない介護負担が増える障害児の
在宅での入浴に、訪問入浴の回数の増加や入浴支援機器（浴槽昇降
器等）の支援方法を追加
・移動支援について、身体状態や医療的ケアの有無及び目的に応じて
未就学児も利用できるよう対象者の拡大

・サービス選択の幅を拡大するために、民間デイと公設デイの併用の
実現

・小児慢性特定疾患の対象者が、20歳到達時に適用される助成制度の
創設

（３）残された課題

児から者への移行期、小児科から内科
への主治医の移行、入院の課題

動く重症心身障害児者、医療的ケア
児者の受け入れレスパイト先の課題



課 題

抽出された課題 提 案

・教育・社会活動の自
由な選択ができる権
利の確保

・認可保育園および特別支援学校における看護師の医療的スキルの向上
を図る体制づくり（例：研修会の実施）
・医療的ケアが必要な方が地域の学校に通えるために、訪問看護ステー
ションを活用した通学の導入
・特別支援学校職員を対象とした、医師や看護師による人材育成プログ
ラムの整備
・特別支援学校における本人のストレングスを活かした職業訓練等、将
来を選択できる学校教育の整備
・医療的ケアが必要な方が利用できる生活介護事業へのインセンティブの
創設
・医療的ケアに対応できる看護師を育成するための研修プログラムの整
備及び実施

・家族の力を育てる支援
・兄弟児への支援

・通所や短期入所等のレスパイト先の確保するために、医療的ケアが必
要な方を受入れた場合のインセンティブの創設
・保護者への精神的支援のためのピアカウンセリングの実施および保護
者同士の繋がりや当事者団体との懸け橋的な役割を担う機関の整備
・家族の引きこもり等に対応した、定期訪問できるチームの創設



４ まとめ

『重い障害があっても 住み慣れた地域で暮らしたい

その思いを実現できる 広島に』

今の広島での地域生活におけるこれらの課題解決と支援体制の構築

に向け、本協議会において、医療、行政、保健、教育、福祉の各専門

機関と協議し、重症心身障害児者およびそのご家族が、安心・安全に

いきいきと暮らせる広島の実現を目指します


