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０、要旨

1. 自己紹介 この子の医療的ケアは見た目だけでわかりますか？
もし、災害で、この子に３日付き添う場合、何が必要ですか？
→ この子の「身体の状況」「ケアの方法」「必要な資材」を分かるようにしたい
→ 医ケアやを調べられる形があればよい
→ 形があれば、「医療的ケア児者」の認知が進む

2. 医療的ケア児の認知と分類 支援について
３段階の認定と支援 → 複雑化する「高度医療依存児」の対応
①初期認定 …生まれて１年以内でその児の療育のグランドデザイン表示
②基本８類型 …「身障」「療育」と「医ケア」との関係を明示
③個別対応 …②までで対応できない個別ケースを明示 アノマリーな事例こそ支援が必要

3. 提案 → 複雑化する「高度医療依存児」の現場への普及支援
医療的ケア児者用の『医ケア手帳』創設 （「身障」や「療育」手帳のように紙配布）
→ コンセプトは『携帯型一般向けカルテ』
①オンラインにデータ格納できるもの。QRコードや番号からアクセス可能にする。
既に普及している『ケアラーズノート』『安心ノート』との併用を前提
②データは、その児者の ケアの方法、医療、保健、福祉、教育などの近況把握を登録
③データ化することで、類似者検索、数的把握、動向把握が可能になる
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１ 自己紹介 …この子の医ケアを見た目だけで分かりますか？
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１４歳 歩く重症心身障害児
身長：１０３ｃｍ 体重：１５kg 学年：中学２年

障害の概要

先天性多発奇形の歩く重症心身障害児

身体障害者手帳

循環器 １級 三尖弁閉鎖 フォンタン施術後

聴力 ２級 外耳道閉鎖 聴力なし

直腸機能 ４級 自力で排泄は不可

肢体 ５級 歩けるようになりました…けど

療育手帳

Ａ１ コミュニケーション不可 全前脳胞症

医療的ケア

胃ろう注入（経管栄養、投薬） 浣腸など

課題
自立独歩可能できるために預け先がほぼない

睡眠が非常に少ない

音によるコミュニケーション不可

心臓が単心室
大静脈が肺へ直接流れます。
心臓の薬が必要です。

課題提起です。
息子は、医療的ケア児ですが、見た目、デバイスも少なく、その症状はパっと見、
当事者以外にはほぼ分かりません。
見た目から歩くので「元気だね」「負担が小さいね」と言われます。

臓器の配置異常
腸回転異常…右に小腸、左
に大腸が集まり、虫垂の位置
が異なり、胆嚢がありません

全聾
音によるコミュニケーションが
全く取れません。本人から情
報を得られません。

排泄・排尿ケア
薬で排尿を促し、浣腸とガス
抜きで排泄を促します。

摂食障害と胃瘻
摂食・補水できません
注入の道具が必要です。



２ 医療的ケア児者の認知と支援
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【親の部会での議論】
定型的な「３軸８類型」と柔軟に対応可能な「個別対応」の３階建て支援

①：肢体重+知的重+医ケア重
超重心児者

②：肢体重+知的重+医ケア並
医ケアのないの重心児

③：肢体重+知的並+医ケア重
知的のない医ケア身体障害児 ミオパチー

④：肢体並+知的重+医ケア重
動く重心児・歩く重心児

⑤：肢体並+知的並+医ケア重
医療的ケア児者 内部障害（医ケア）

⑥：肢体並+知的重+医ケア並
知的障害児者 ASD
発達障害（広汎性 LD ADHD）

⑦：肢体重+知的並+医ケア並
身体障害児者 （盲 聾）

⑧：肢体並+知的並+医ケア並
３軸以外で考える

言語 精神 今後新たに発生する分類

障害の分類表 ８類型

３階建硬
直化せ
ず

最適化

事例
の蓄積

当事者
ネット
ワークで
支援例
を
共有

自治体
に支援
要請

肢体障害の有無

医療的ケアの有無

知的障害の有無

１

２

３

１

肢体障害の有無

医療的ケアの有無

知的障害の有無

４

５６

７
８

比較的軽度

比較的軽度

比較的軽度

比較的軽度

比較的軽度

比較的軽度

基本８類型（３軸評価） 個別対応

対応２）新分類への認知

医療的ケア児
歩く重心児 などへの対応
知見を蓄える

対応１）時期対応

本人のステージ（学齢）に最
適な対応を行う

対応３）個人支援

８類型だけで今後対応しき
れるとは限らない。

＋初期認定

・病因ごとの
通院支援

・退院後の
在宅医療と
ヘルパーの
配置をセット

・受入態勢と支援
の強化
指導員
ソ‐シャルワ‐カ
通院助成
将来の見立て
期間限定障害認
定

＋



３、提案 医療的ケア者手帳
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医療 福祉 教育

医療的ケア 緊急時
マニュアル

保健
計画相談
日々の動向

サービス支援の
利用概況

後見人

http://mikangumi.com/

民間の成功事例を
モデルに支援する形で

本人の娯楽・嗜好
仲間検索

行政は オンラインストレージを割り当てし、医療的ケアのある方へ配布する。
配布の形式は、紙の手帳（新設）や、アクセスキーや、QRコードのシールを配布する。

使用の方法は、手帳か、既に流通しているノート類（『ケアラーズノート』や『安心ノート』）にQRコード
を貼付して、アクセスして使用する。
そこから医療的ケアや、必要な備品、日々のデータはログで自動で貯まる仕組みにする。
関係者は、そのデータへアクセスできる仕組みを作る。

手帳を見える形にすることで、医療的ケア児の認知が進む。

この児者への支援を参照
する紙媒体、オンラインス
トレージがあることが緊急
時に強み。

安心と適切な対応に直結
周りの負担軽減

メンテナンスは、学
校や、計画相談時
に行政と保護者で
協働で行う。

マクロ的に、概数
把握など客観的評
価、予測に活用



４ これからの課題
1. 学校で待機する 『待機保護者』 ゼロ！

→ KGI （重要目標達成指標：Key Goal Indicator）に！

2. 医療的ケア児者のキャッチアップ集中教育支援
→ モデル校があると分かりやすい！

3. 医療的ケアをできる看護師の絶対数不足支援
→ 看護師カリキュラム改変
→ 病院での医療的ケア
→ ヘルパーへの代替

4. 災害が発生した場合の障害児者支援
→ 地元との連携

5. 障害者保護者への支援
→ 働き方革命
→ 働きながら、家族をサポート、社会変革へ参画

6. 高校卒業後の行き場を設置する支援
→ 訪問看護師が居宅以外へ
→ ヘルパーの業務範囲 （３つの条件）

7. 障害児者が生み出す価値の創造と創発するための支援
→ コミュニケーションデバイスの強化
→ PT から 「ゆるスポーツ」へ 医師の処方箋は必要！？
→ 個性の発現 障害者自信が価値を生み出せる社会へ！

8. 療育と特別支援教育の寸断を支援
→ 生まれたときに、その子の可能性と提供できる療育、医療、保健、福祉のサービスからグランドデザインを提示

→ 療育と特別支援教育の間にある支援の変化に適応
→ 生涯教育と自己実現を可能に！

9. 医療的ケアの情報を共有できる仕組み 『医ケア手帳』 で支援
→ 複雑化する「高度医療依存児者」への対応を汎用化・一般化する
→ 医療的ケア児者の個別で複雑化した対応を「医ケア手帳」から検索、把握できるようにする 「携帯型カルテ」へ
→ デジタル化で、数字管理、動向把握、傾向予想を具体化 高齢者へも適用可か。
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認知が進むことで、
他の課題解決のための
情報インフラとして
触媒になりうる


