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1. アンケート結果 概要

• アンケート名：『新型コロナウイルス感染拡大に伴う医療的ケア児・難病児・重症心身障害児等の
ハイリスク児・者家族の不安・困りごとアンケート』

• 実施主体：ウイングス 医療的ケア児などのがんばる子ども家族を支える会

• 集計期間：2020年4月5日16:00～同年4月15日2:00、 同年4月18日0:00～同年4月19日24:00

• 回答方法：インターネット（Googleフォーム）

• 回答数：287件 (37都道府県の主に核家族(86.8%)の母親(96.5%)から)※1人1件（メールアドレス単位）

＜ハイリスク児・者の内訳＞

➢ 分類：医療的ケア児・者(77.3％)、重症心身障害児・者(77.0％)、難病児・者(34.8%)、その他の障害者・者(6.4％)※複数選択可

➢ 年齢層：乳・幼児期(50.0%)、学童(31.2%)、青少年(13.5%)、成人(7.1%)

➢ 障害内容：肢体不自由(83.3％)、重度知的(50.5%)、てんかん(41.1%)、音声言語咀嚼(23.7％)、発達(21.6%)等※複数選択可

➢ 主な疾患名：脳性麻痺(16.7%)、トリソミー１８(7.0%)、新生児低酸素性虚血性脳症(6.6%)、てんかん(6.3％) 、ウエスト症候群
(4.9%)、全前脳胞症(3.5%)、低酸素性脳症(3.1％)、急性脳症(3.1%)他、計151種類 ※複数選択可

• 回答概要：新型コロナ発生前と比較して、不安感が高まっている家族は97.6％（不安・困りごとの内訳は下記）
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順位 回答内容 回答割合

1 ＜医療・福祉資源＞保護者感染時の子どもの預け先の確保 86.4%

2 ＜物資・金銭・情報＞子どもが感染した場合の入院付添いや治療に関する情報不足 82.6%

3 ＜物資・金銭・情報＞医療材料・衛生用品等の不足 75.6%

4 ＜医療・福祉資源＞医療崩壊（治療継続困難等） 73.2%

5 ＜医療・福祉資源＞病院・通所・訪問サービス等利用時の感染（往診医の不足等含む） 69.0%

6 ＜社会環境＞買い物・通勤等外出時の感染（家庭内感染） 66.2%

7 ＜物資・金銭・情報＞行政における医ケア児等ハイリスク児家庭の把握漏れ 53.0%

8 ＜医療・福祉資源＞新型コロナと無関係に入院した子どもへの面会禁止（かかりつけ病院が感染症指定病院の場合） 42.2%

9 ＜医療・福祉資源＞通所・訪問・入所サービス等の利用制限 38.7%

10 ＜物資・金銭・情報＞収入減・経済的負担の増加（ひとり親家庭の生活困窮等含む） 30.7%

11 その他 8.0%

(Ver2.4)

※具体的な内容は次頁



2. 不安・困りごとの実際の声 (1/6)

• 新型コロナウイルスに関するハイリスク児・者家族の不安・困りごとの具体的な内容（一部抜粋あり。誤字脱字等は訂正済。）
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順位 回答内容 実際の声(一例)

1＜医療・福祉資源＞
保護者感染時の子ど
もの預け先の確保

• 児の主たるケアを担っている私（母）が感染してしまったらどうしたらいいか。また、現在第二子の妊
娠中であり不安はさらに大きい。（東京都・重症児幼児の母）

• 新型コロナウイルスで、すでに生活介護の受け入れを中止している施設がある。いざ家族に感染者が
出ても預ける施設がない。(青森県・重症者成人の母)

• 息子のケアは母親の私と主人と祖母（私の母で別居）の3人しかできません。もし私たちがコロナウ
イルスに感染した場合息子の面倒は何処でみてもらえるのか？息子はケアすることが非常に多いので
祖母は高齢ですし２４時間のケアは到底無理です。（山形県・医ケア/難病/重症児幼児の母）

• 親である私達が陽性になってしまった場合、医療ケアの出来る人は夫婦以外にいないので、子どもの
居場所はどうなってしまうのか、とても不安です。（沖縄県・医ケア/難病児/重症児幼児の母）

• 親が感染した場合どうしたらいいかわからない。（東京都・医ケア/重症児幼児の母(ひとり親)）
• もし私が感染したり、疑いがかかった場合、自宅では隔離が難しいのとケア出来るのが私しかおらず、

どうしても子どもと濃厚接触になってしまう事が心配。（東京都・医ケア/難病/重症児幼児の母）

2＜物資・金銭・情報＞
子どもが感染した場合
の入院付添いや治療
に関する情報不足

• 看護者、また当事者が感染した場合、重症以外の時は一緒にいられる、入院できるのか不安です。
(東京都・医ケア/難病児幼児の母)

• 本児が15 歳(もうすぐ16 歳)小児扱いならず、入院が必要な場合ケアは行き届くのか？（東京
都・医ケア/重症/障害児青少年の母）

• 我が子のような子の場合のケース、情報がないため不安。（岐阜県・医ケア児学童の母）
• 医ケア児に関わる情報発信が少ないため、感染した場合重症化するのではないかと不安が大きいで

す。（東京都・医ケア/重症児幼児の母）
• 医ケア児本人か保護者が罹患した際に、どのような対応、治療体制が受けられるのか全くわからない。

（山形県・医ケア/重症児幼児の母）
• 動ける医療ケア児。入院時は付き添いが必須。親がいないと命の危険があり不安。（埼玉県・医ケ

ア/重症/その他障害児学童の母）
• 児本人が感染した場合の入院先（かかりつけは専門病院ではないため、初見の病院へ入院となり、

親も付添えないとなると医療ケアや本人の特性にどこまで対応してもらえるのか）(東京都・医ケア/
重症児学童の母)



2. 不安・困りごとの実際の声 (2/6)

• 新型コロナウイルスに関するハイリスク児・者家族の不安・困りごとの具体的な内容（一部抜粋あり。誤字脱字等は訂正済。）
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順位 回答内容 実際の声(一例)

3＜物資・金銭・情報＞
医療材料・衛生用品
等の不足

• 消毒用エタノール、アルコール綿が全く手に入らなくて家にある物が尽きてしまったらどうしたら良いか分
からない。(物品支給がなく、実費購入のため。)薬局もみんな平等だから医療的ケア児だからといっ
て優先する事はできない。（大阪府・医ケア/重症児幼児の母）

• 在宅酸素投与をしているのですが、入院となれば人工呼吸器が必須になるので、それが足りないとな
ると助かる術が無いのかととても不安です。（福岡県・医ケア/難病児幼児の母）

• 中心静脈栄養の点滴を在宅にて毎日繋いでいる時に必ず使用するアルコール綿が不足してしまわ
ないかという不安。アルコール綿で消毒して繋がないと、あっという間に敗血症になり命を落とすリスクが
上がります。（福井県・医ケア児学童の母）

4＜医療・福祉資源＞
医療崩壊（治療継続
困難等）

• 基礎疾患悪化時に発熱を伴うと速やかにかかりつけを受診できないこと。ブドウ糖点滴以外に回復す
る手段がない低血糖発作があるため、救急車を呼んでもたらい回しにあうのではないかと不安です。
（神奈川県・医ケア/難病児幼児の母）

• 我が子は先天性心疾患があるため、万が一コロナにかかってしまうと確実に命に関わると思われます。
医療崩壊が起きた場合に、基礎疾患があることで優先順位をつけられて適切な治療を受けられない
のではと非常に不安です。（神奈川県・医ケア/難病児幼児の母）

• もともと短命と言われている子どもが感染してしまった場合、恐らくコロナには勝てないと思います。そも
そも治療などしてもらえるのか。治療してもらえるとしたら現在の担当医が診てくださるのか。担当医の
身に危険が及ぶことは避けたい。複雑な心境です。（山形県・医ケア/難病/重症児幼児の母）

• 高熱や咳をして酸素吸入をしている時に、かかりつけ病院に受け入れてもらえるのか。同じく訪問看
護が緊急対応してくれるのか。してくれなかった場合はどうすればいいのか不安です。（神奈川県・医
ケア/難病/重症児幼児の母）

• この先、万が一、重症化したときの入院先がすぐに見つかるかどうか。又、かかりつけではない病院へ
入院が決まったら付き添いが出来るのか。看護士が手薄になる状況で、普段からケアの多い子供をど
れくらいみてくれるのか不安。（東京都・医ケア/重症児学童の母）



2. 不安・困りごとの実際の声 (3/6)

• 新型コロナウイルスに関するハイリスク児・者家族の不安・困りごとの具体的な内容（一部抜粋あり。誤字脱字等は訂正済。）
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順位 回答内容 実際の声(一例)

5＜医療・福祉資源＞
病院・通所・訪問
サービス等利用時の
感染（往診医の不
足等含む）

• ヘルパーや訪問看護師を利用しながらの在宅医療介護生活です。父親は仕事でほとんど不在の為
頼りにする事が出来ず、医ケア児と未就学きょうだいじを母ひとりで育てています。コロナの為、家に入る
人を制限するのが良いのはわかりますが決断できずにいます。（東京都・医ケア/難病/重症児学童の
母）

• 学校が都の教育委員会の指導のもと、休校や感染予防策を決めていますが、肢体不自由の学校に
合わせた対策とは思えないので、とても学校に怖くて連れて行けません。肢体不自由の特別支援学校
は高齢者の介護施設と同じく介助する先生方と濃厚接触します。（東京都・医ケア/重症児学童の
母）

• 今はリハビリ入院中で外からの面会があることだけの心配で済むが退院後児童発達支援や療育園、
通所リハビリ施設は今のところ開いているものの通わせていいものか、でも通わせないとプロのリハビリも
受けられないし、私の体力も限界になる。病院の通院も怖い。（兵庫県・難病/重症児幼児の母）

• ヘルパーやデイの利用を自粛しているため24時間全てがほぼ一人での対応になり、体力がいつまで続
くか心配。（沖縄県・医ケア幼児の母）

6＜社会環境＞買い
物・通勤等外出時の
感染（家庭内感
染）

• 家庭内感染が怖い。５兄弟、家庭内隔離なんて無理。マスクが入手出来ない。脳性麻痺児を連れ
て探しまわるなんて不可能。連れて行けないので小学生の兄に障害児を見てもらっていて兄に負担が
増えている。（千葉県・重症児幼児の母）

• 医療的ケアに必要な物品(消毒液等)がどこにも売ってない。店に並んだとしても、朝から並ぶ時間が
無いので、結局手には入らない。お世話をしている母がもし感染したら、看てくれる人が居ない。（新
潟県・医ケア/難病児幼児の母）

• 父親(電車通勤、職場近くで感染者が出た)が咳が２週間続いているが、何度病院受診しても検査
をしてもらえない。万が一コロナで子どもに移ってしまった場合、元々脳に障害を持っている子どものリス
クは計り知れない恐怖がある。（東京都・重症児幼児の母）

• 学校再開があれば、きょうだい児は学校に行かなければならない。学校でクラスターが発生しない保証
もなく、家庭でどれだけ気をつけていても、もたない。怖すぎる。（福岡県・医ケア/重症児青少年の
母）

• 職場で陽性者が出て、自宅待機中。私が感染してないか、息子にうつしてないか不安な毎日です。
（福井県・医ケア/障害児幼児の母）



2. 不安・困りごとの実際の声 (4/6)

• 新型コロナウイルスに関するハイリスク児・者家族の不安・困りごとの具体的な内容（一部抜粋あり。誤字脱字等は訂正済。）
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順位 回答内容 実際の声(一例)

7＜物資・金銭・情報＞
行政における医ケア児
等ハイリスク児家庭の把
握漏れ

• 感染者が出てない県に住んでる為なのか配布される予定の消毒液の配布が遅れてる。今から把握
するそうで県が危機感を持っておらず不安。（岩手県・医ケア/障害児幼児の母）

• 厚労省の要請で医療的ケア児に配られたアルコールなど、北九州や制令都市などは酸素のお子さ
まももらってるのに、私達が住む小さな地域では本数が少ないらしく、呼吸器のお子さまだけと言われ
気管切開、胃瘻でももらえず感染が不安。（福岡県・医ケア/難病/重症児幼児の母）

• もし、障害児がコロナになったらどうすればいいのか？健常の方よりも重症化速度は早く、一刻の猶
予もないと考えます。悠長に、電話相談などしている暇はないです。（神奈川県・重症児青少年の
母）

• 重度障害児(者)の把握集計が国、県そして区市町村の情報連携不足で物品支給などが滞り不
透明である。（埼玉県・医ケア/難病/重症児幼児の母）

8＜医療・福祉資源＞新
型コロナと無関係に入
院した子どもへの面会
禁止（かかりつけ病院
が感染症指定病院の
場合）

• 生後から1年以上入院していた我が子の退院が4月末に決まっていました。しかし、コロナの影響で、
退院は延期に。面会も13~15時の間に15分のみ。面会に行くには、上の子2人を保育園に預け
ないと行けません。自粛をしたいが、入院中の子も心配です。（福岡県・医ケア/難病児幼児の
母）

• 重度医療ケア児のこどもが入院しているが、新型コロナの感染対策で面会ができない。（大分県・
医ケア/重症児の青少年の母）



2. 不安・困りごとの実際の声 (5/6)

• 新型コロナウイルスに関するハイリスク児・者家族の不安・困りごとの具体的な内容（一部抜粋あり。誤字脱字等は訂正済。）
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順位 回答内容 実際の声(一例)

9＜医療・福祉資源＞通
所・訪問・入所サービス
等の利用制限

• 病院で月一レスパイトをしていたが、コロナが治らなければ、レスパイトが使えない。自分達親も休
息したい。（山形県・医ケア/重症児幼児の母）

• 子供の入院のために自宅を離れ、東京で生活しています。利用しているファミリーハウスもコロナ騒
ぎでいつ閉鎖になるかわからず、もし仮に閉鎖された場合は本気で路頭に迷うことになるので不安
です。（長野県・医ケア/難病/障害児幼児の母）

• 訪問系事業者も全てお断りしている状況。入浴なども全部家族(ほとんど母)で行っている。負担
増している。（東京都・医ケア/重症児青少年の母）

• 長い休みで親の心身共に限界です。体が持たないです。常にお世話が必要で寝たきりにもなれな
いし、感染も怖いです。（京都府・医ケア/重症児学童の母）

• 二次成長期で障害が進まない為のリハビリが全く受けられない。このままだと生命の維持にも深く関
わる状況です。（東京都・重症児青少年の母）

• ショートステイの受け入れ先が受け入れ中止したため今月は利用出来なくなった。（東京都・医ケ
ア/難病/重症者成人の母）

10＜物資・金銭・情報＞
収入減・経済的負担の
増加（ひとり親家庭の生
活困窮等含む）

• 仕事に復帰できる見込みがありません。旦那は介護職、お金がなく生活できません。物を売りなが
ら、親に借りながら生活していますが、もう疲れました。お金もないし自由もないです。この先息子と
生きていく自信がないです。途方に暮れ何もやる気が起きません。（山梨県・医ケア/難病児幼児
の母）

• シングルの為、仕事（パート）に出たいが、学校も事業所も看護師さんがお子さん持ちのパートさ
んの為、学校も事業所も医ケア生の受け入れに制限、又は受け入れ停止になっている。（長野
県・医ケア/重症児学童の母(ひとり親)）

• 離婚、しばらくこどもたちのケアーパートを始めて少し体調に不安が、そんな中一ヶ月でコロナで仕事
を失い体もダウン。先日、生活保護が認定されたが、感染リスクの高い子どもの事が話しても伝わ
らずにいる。（神奈川県・医ケア/その他障害児学童の母(ひとり親)）

• 児童発達支援の通所自粛をしようとしたが、コロナを理由に休む場合は利用したものとみなされ自
己負担がかかると言われた。保育園は日割りで利用しなかった分請求されないはずなのに、なぜ児
童発達支援は自粛することで負担（介護＋金銭）が増すのか。（神奈川県・医ケア/重症児
幼児の母）



2. 不安・困りごとの実際の声 (6/6)

• 新型コロナウイルスに関するハイリスク児・者家族の不安・困りごとの具体的な内容（一部抜粋あり。誤字脱字等は訂正済。）
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順位 回答内容 実際の声(一例)

11その他
（きょうだい児の負担、
健常児家族との危機感
の差、買い物が困難、常
時高い緊張による精神
的疲弊、手術延期等）

• ハイリスクな医ケア児がいることを理由にきょうだいに自主休校を強いている。（静岡県・医ケア/重
症児青少年の母）

• 私たちのような医療ケアの家族と世間の人たちのコロナに対する温度差。（東京都・医ケア/難病/
障害児幼児の母）

• ハイリスク児を預けることができず、ネットスーパーもダウンしている状態で、買い物ができない。今日
食べるものが確保できていない。（埼玉県・医ケア/難病/重症児青少年の母）

• とにかく罹らないようにしないといけないという常に逼迫した気持ちでいると段々精神的に疲弊してし
まう。周りからの理解不足。（栃木県・医ケア/難病/重症児学童の母）

• 予定されていた手術が無期延期になった。（埼玉県・難病者成人の母）



3. 解決案・要望等の実際の声 (1/5)

• 新型コロナウイルスに関するハイリスク児・者家族の解決案・要望等の具体的な内容（一部抜粋あり。誤字脱字等は訂正済。）

Copyright©️Wings, Tomohiro Hongo 8

順位 回答内容 実際の声(一例)

1＜医療・福祉資源＞保
護者感染時の子どもの
預け先の確保

• 高齢者の命も大切だが、重心児童の命もとても脆弱だし保護者の健康あっての子供の命なので
簡単に考えず、専門家を含めて充分対策を考えて準備して欲しい！（北海道・重症児学童の
母）

• 医ケア児の預け先の確保をお願いしたい。我が子は、人工呼吸器を付けていないと命を落とします。
生後から生死を彷徨い、やっと回復した命を途絶えさせたくありません。（福岡県・医ケア/難病児
幼児の母）

• 障害児が感染した場合や保護者が感染した場合の受け入れ先を知りたい。（愛知県・その他障
害児学童の母（ひとり親））

• レスパイトや預け先があって、しばらく見ていてくれれば良いが、頼れる人無し実家は県外。主人は
あてにならない。（福井県・医ケア/重症児青少年の母）

• 親が罹った場合の子供の預け先にレスパイト施設は空きを作っておく。（埼玉県・医ケア児幼児の
母）

• あらかじめ、かかりつけの病院に入院させていただけるシステムにしておいて欲しい。（埼玉県・医ケ
ア/重症児学童の母）

• 医ケア児の家族が感染した場合、児を隔離できる仕組み。（神奈川県・医ケア/難病/重症児学
童の母）

• 私達のような世帯が感染疑いがある場合どうしたらいいのか、どちらかだけがなってしまった場合はど
う対処するのかガイドラインを明確に設けるなど専門の人達が幅広く考えて欲しい。（兵庫県・医
ケア/重症児学童の母（ひとり親））

• 医ケア児の中でも重症化リスクの高い児や預け先に困る児については、保護者が新型コロナに感
染した時に短期入所を利用できるとよい。ある療育センターは現在全活動休止中で短期入所も
停止しているが、むしろこういう施設にこそ受け入れると表明してほしい。（東京都・医ケア/重症児
学童の母）

• 家族が感染した時にすぐに対応してくれるところが必要。（神奈川県・医ケア・重症児学童の母）
• 医療ケア児や基礎疾患を持っている、または重度心身障害児のホームケアマニュアルや、病院に連

絡する目安などがほしい。（神奈川県・医ケア/難病/重症児幼児の母）



3. 解決案・要望等の実際の声 (2/5)

• 新型コロナウイルスに関するハイリスク児・者家族の解決案・要望等の具体的な内容（一部抜粋あり。誤字脱字等は訂正済。）
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順位 回答内容 実際の声(一例)

2＜物資・金銭・情報＞
子どもが感染した場合の
入院付添いや治療に関
する情報不足

• こういったハイリスク児、もしくはその親が感染隔離となった場合のサポートにたいして的確な情報が
ほしい。（兵庫県・医ケア児幼児の母）

• もし息子が感染してしまったら、介護者として介護させて欲しいです。一緒にずっと隔離されてもかま
いません。（青森県・医ケア/重症者成人の母）

• 医療機関のケア児への理解。（栃木県・医ケア/難病/重症児学童の母）
• うちの様に、要付添の場合…あらかじめサポート等ブック一律のフォーマットで準備、必要に応じた

伝達方法(動画で説明とその手段。病棟との連絡手段テレビ電話)の準備。家族で感染した際は
家族で過ごせる病室(個室)の準備の対応策。（東京都・医ケア/難病/重症児学童の母）

• 重症心身障害児用の、電話相談窓口(知識のある人)が、あるとありがたいです。（神奈川県・
重症児青少年の母（ひとり親））

• コロナ関係の医ケア児に特化した情報発信（ホームページ等）（東京都・医ケア/重症児の
母）

• 親が感染したとき、子どもが感染した時のフローチャートなどが具体的に分かると安心できると思いま
す。（東京都・重症児幼児の母）

3＜物資・金銭・情報＞
医療材料・衛生用品等
の不足

• 消毒は看護に欠かせないものなので優先的に手に入らないのか、購入できないか。（東京都・医
ケア/難病/重症児学童の母）

• とりあえず早く消毒液や不足してるものの支給をしてほしい。（岩手県・医ケア/その他障害児幼
児の母）

• 最低限必要なマスクや手指消毒液などをかかりつけの病院から支給してもらえるなど、確保してもら
えるとありがたい。（大阪府・重症児幼児の母）

• マスク、アルコール、アルコール綿、精製水等は、医療ケアや介護で必須な家庭があるので、病院、
薬局や役所等で障害者手帳などを提示したら購入できるようなシステムを早急に作って欲しい。
（岡山県・医ケア/重症児幼児の母）

• アルコール綿など必要なものはマスクのように行政が買い上げて必要な人達に配布して欲しいです。
（山形県・医ケア/難病児/重症児幼児の母）



3. 解決案・要望等の実際の声 (3/5)

• 新型コロナウイルスに関するハイリスク児・者家族の解決案・要望等の具体的な内容（一部抜粋あり。誤字脱字等は訂正済。）
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順位 回答内容 実際の声(一例)

4＜医療・福祉資源＞医
療崩壊（治療継続困
難等）

• 医療従事者への手当の拡充。一線から離れてる医師や看護師を指定医療機関に派遣する。
（千葉県・医ケア児幼児の母）

• 病院との関係、平時は緊急時に問題なく受け入れて頂いてるが、医療崩壊の時にどのような対応
になるかの取り決め。（埼玉県・医ケア/重症児乳児の祖父）

• 個人の力ではどうにもならない。普段なら繋ぎ止められる子供の命が、物品不足や医療崩壊で危
うくなっている。厚生労働省の医療ケア児への対策を早急にお願いしたい。（東京都・医ケア/重
症児学童の母（ひとり親））

5＜医療・福祉資源＞病
院・通所・訪問サービス
等利用時の感染（往診
医の不足等含む）

• 障害児は健常児のように家にいたら大変すぎる。感染させずに預けられる場所が欲しい。看護士
さんがいる施設でないと利用できないので限られている。（京都府・医ケア/重症児学童の母）

• 往診医による受診が可能になれば、医ケア児とその親の感染リスクが減らせる。医ケア児でも、体
調が安定していればオンライン受診で処方箋をもらい、薬局から薬を配達してもらうなどで対応でき
るのではないだろうか。（山形県・医ケア/重症児幼児の母）

6＜社会環境＞買い物・
通勤等外出時の感染
（家庭内感染）

• 毎日でなくてもいいので、単身者、子育て世帯、高齢者、障害者家庭、などで時間帯などを分け
て、買い物ができるような仕組みがあると、混雑などを避けられるのではないか、と思います。（東京
都・医ケア/難病/重症児幼児の母）

• 医療的ケア児等重症化しやすい家族がいる社員は完全在宅勤務にすべきこと、それにより社内で
不利益を与えないことを国から各企業に指導してほしい。（東京都/医ケア児学童の母（ひとり
親））

7＜物資・金銭・情報＞
行政における医ケア児等
ハイリスク児家庭の把握
漏れ

• リスクの高い子やその家族が罹患した時の対応はどうなるか。特に一人親の場合は、行政や医療
機関の支援について想定しておいてほしい。（東京都・医ケア/重症児青少年の母（ひとり
親））

• ウィルス感染して重篤化することが考えられる疾患を有する障害児の把握と親が感染した場合、そ
の児が入院できる病院、大学病院、福祉施設を確保して欲しい。（東京都・医ケア児学童の
母）

• 各地方自治体が医療ケア児全員の必要物品の種類や数量を把握し、厚生労働省が取りまとめ
る。（福井県・医ケア児学童の母）



3. 解決案・要望等の実際の声 (4/5)

• 新型コロナウイルスに関するハイリスク児・者家族の解決案・要望等の具体的な内容（一部抜粋あり。誤字脱字等は訂正済。）
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順位 回答内容 実際の声(一例)

8＜医療・福祉資源＞新
型コロナと無関係に入院
した子どもへの面会禁止
（かかりつけ病院が感染
症指定病院の場合）

• 面会制限のある辛さを分かってなさすぎる。もっと身近な問題として考えてほしいです。（福岡県・
医ケア/難病児幼児の母）

• 新型コロナ対応とそれ以外の病院を分ける。（兵庫県・難病/重症児幼児の母）
• コロナでないことが判れば普段通りに外来や入院対応をしてほしい。（東京都・医ケア/難病/重

症者成人の母）

9＜医療・福祉資源＞通
所・訪問・入所サービス
等の利用制限

• 保育園、リハビリ、訪問看護など、子どもにとっては大事な数少ない社会とのつながりや成長の機会
が失われている。PTさん、や保育園、訪問看護の看護師さんたちとオンラインで訓練受けたり、健
康状態確認してもらったり、コミュニケーション取れたら良い。（東京都・医ケア/難病/重症児幼児
の母）

• 回数制限などあってもいいから、少しでも通所できるようにしてほしい。（埼玉県・難病/重症児幼
児の母）

• 利用者に対して徹底した感染予防策を講じるよう要請は当然として、感染のリスクは承知と利用
者の了承を得たうえで、リハビリを再開して欲しいです。（東京都・重症児青少年の母）

• 在宅していると刺激が少なくなりがちなので、教員や支援員との相談窓口があれば。Web授業な
どの導入も、長時間でなくて良いのであれば有り難い。（大阪府・医ケア/重症児青少年の母）

10＜物資・金銭・情報＞
収入減・経済的負担の
増加（ひとり親家庭の生
活困窮等含む）

• 引きこもるのにも経済的負担が大きいので、現金給付をお願いしたい。
• 会社を休んでも収入が保証されれば少しは安心（父親の助けが得られる）（兵庫県・重症児

幼児の母）
• ひとり親家庭には最低でもすぐに50万円現金を支給してください。お願いします。（埼玉県・重症

者成人の母（ひとり親））
• （児童発達支援の自粛でも利用料がかかることについて）利用しているとみなすのは事業所を守

るためなのかもしれないが、その場合は利用者側の負担もなくすべきと考える。（神奈川県・医ケア
/難病/重症児幼児の母）



3. 解決案・要望等の実際の声 (5/5)

• 新型コロナウイルスに関するハイリスク児・者家族の解決案・要望等の具体的な内容（一部抜粋あり。誤字脱字等は訂正済。）
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順位 回答内容 実際の声(一例)

11その他 • 自分さえ感染しなければ、重症化しなければそれで良いという世間の考え方を変えて欲しい。不安
と恐怖の日々を送っている私たち、医療現場で疲弊している医療者たちのことを考えて欲しい。
（東京都・医ケア/重症児幼児の母）

• 何も考えられません。障害児が生まれた途端、社会から見放されます。（山梨県・医ケア/難病児
幼児の母）

• 第一線で働いてくださってる医療従事者の皆さんの健康を切に願っています。ありがとうございます。
（埼玉県・医ケア/難病/その他障害学童の母）

• 育休延長を強制して欲しい。もしくは育休ではなくても休業を強制的なものとしてほしい。（神奈
川県・重症児幼児の母）

• 特にマスコミ。正しい情報を流して欲しい。専門家はきちんとした専門家を呼んで欲しい。怪しい評
論家や医療ジャーナリスト、専門外の医師の意見なんて何も参考になりません。（長野県・医ケア
/難病/重症/その他障害児幼児の母）

• 感染したら死に直結する家族がいる者の心境をもっと世の中の人に分かってほしい。（山形県・医
ケア/難病/重症児幼児の母）

• 感染者数だと軽症の人も含まれてしまい、わかりにくいです。感染者数のうち、重症化した人の数
や病院の病床数が今どのような状態なのか、が知りたいのに。また在住の市内での感染者情報が
全然入ってきません。（千葉県・難病/重症児学童の母）

• 散歩に行くと酸素吸入をしているだけで感染者と思われるのかこの時期すごい目で見られる。生ま
れてからずっとしているのに。（東京都・医ケア/重症児幼児の母）

• 学校から送られてくる宿題を教えてくれる人がいない中で1人でこなすのは限界がある。休業が続く
のであれば、1日でも早くオンライン授業を始めるよう対策をして欲しい。（東京都・医ケア/難病/
その他障害児学童の母）



回答者・当事者情報
アンケートより基礎データを集計
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1. 回答者と当事者本人（ハイリスク児・者）との続柄

◼ 回答者の96.5%が当事者の母親からの回答であった。
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母 277 96.5%

父 7 2.4%

祖母 0 0.0%

祖父 1 0.3%

その他（きょうだい児） 2 0.7%

96.5%, 母, 277

2.4%, 父, 7

0.0%, 祖母, 0

0.3%, 祖父, 1

0.7%, その他（きょ

うだい児）, 2

N=287



2. 家族構成

◼ 回答者の86.8%が核家族であり、核家族でひとり親の家庭は8.4％であった。親族と暮らす家庭は11.8%
であった。
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夫婦と子ども（きょうだいなし） 94 32.8%

夫婦と子ども（きょうだいあり） 131 45.6%

ひとり親と子ども（きょうだいなし） 11 3.8%

ひとり親と子ども（きょうだいあり） 13 4.5%

夫婦と子ども（きょうだいなし）と祖父母等親族 9 3.1%

夫婦と子ども（きょうだいあり）と祖父母等親族 19 6.6%

ひとり親と子ども（きょうだいなし）と祖父母等親族 3 1.0%

ひとり親と子ども（きょうだいあり）と祖父母等親族 3 1.0%

その他（単身赴任中、妊娠中等） 4 1.4%

33%

46%

4%

4%

3%

7%

1% 1% 1%

N=287



3. 当事者本人（ハイリスク児・者）の年齢層

◼ 最も多いのは乳児後期（25.8%）、次に乳児前期（21.6%）であり、新生児・乳児と合わせて乳幼児

は全体の49.1%であった。学童は30.7％、青少年は13.2％、成人は7.0％であった。
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※ハイリスク児・者が複数いる場合は年齢層の高い方を選択。 N=287

1.7%, 5名

21.6%, 62名

25.8%, 74名

19.2%, 55名

11.5%, 33名

7.7%, 22名

5.6%, 16名

7.0%, 20名

0 10 20 30 40 50 60 70 80

新生児・乳児（1歳未満）

幼児前期（1歳以上4歳未満）

幼児後期（4歳以上7歳未満）

学童前期（7歳以上10歳未満）

学童後期（10歳以上13歳未満）

青少年前期（13歳以上16歳未満）

青少年後期（16歳以上18歳未満）

成人（18歳以上）



4. 当事者本人（ハイリスク児・者）の分類

◼ 複数選択可として回答を得た結果、以下の通りである。

◼ 76.0%が医療的ケア児・者、 75.6%が重症心身障害児・者（重症児・者）、 34.1％が難病児・者、
その他の障害児・者が6.3%であった。
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76.0%, 218名

75.6%, 217名

34.1%, 98名

6.3%, 18名

0 50 100 150 200 250

医療的ケア児・者

重症心身障害児・者（重症児・者）

難病児・者

その他の障害児・者

N=287



5. 医療的ケア等の種類

◼ 複数選択可として回答を得た結果、以下の通りである。

◼ 全体の90.6％は何らかの医療的ケア等を行っている。

Copyright©️Wings, Tomohiro Hongo

57.8%, 166名

40.4%, 116名

38.0%, 109名

32.8%, 94名

1.4%, 4名

36.9%, 106名

42.9%, 123名

46.7%, 134名

19.5%, 56名

46.0%, 132名

0.3%, 1名

0.0%, 0名

1.0%, 3名

4.9%, 14名

0.7%, 2名

5.6%, 16名

0.0%, 0名

1.4%, 4名

58.2%, 167名

42.9%, 123名

1.0%, 3名

6.3%, 18名

9.4%, 27名

0 50 100 150 200

＜呼吸＞口腔・鼻腔内吸引

＜呼吸＞気管切開部からの痰等の吸引

＜呼吸＞気管切開部の衛生管理（ガーゼ交換等）

＜呼吸＞人工呼吸器（レスピレーター）の使用・管理

＜呼吸＞経鼻・経口エアウェイの装着

＜呼吸＞在宅酸素療法（酸素吸入）

＜呼吸＞ネブライザー等による薬液吸入

＜呼吸＞パルスオキシメーター管理

＜栄養＞経管栄養（経鼻栄養）

＜栄養＞経管栄養（胃ろう）

＜栄養＞経管栄養（腸ろう）

＜栄養＞経管栄養（口腔ネラトン法）

＜栄養＞中心静脈栄養法（IVH）

＜排泄＞導尿補助

＜排泄＞人工肛門管理

＜排泄＞排泄管理（浣腸等）

＜その他＞人工透析

＜その他＞インスリン注射

＜その他＞服薬管理

＜その他＞体位変換（褥瘡・床ずれ予防）

＜その他＞成長ホルモン注射

その他

特になし

N=287



6. 主な病名・疾患名

◼ 自由回答を得た結果、以下の通りである。なお、複数の病名・疾患名を記載した場合も、すべて集計し、表記ゆれは標準
病名で統一している。（※標準病名は「標準病名マスター作業班(http://www.byomei.org/)」で調査。）

◼ 脳性麻痺、トリソミー１８、新生児低酸素虚血性脳症など、全部で151種類の回答を得た。4.9%が原因不明である。
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16.7%, 48名

7.0%, 20名

6.6%, 19名

6.3%, 18名

4.9%, 14名

3.5%, 10名

3.1%, 9名

3.1%, 9名

2.8%, 8名

2.8%, 8名

2.8%, 8名

2.4%, 7名

2.1%, 6名

2.1%, 6名

2.1%, 6名

2.1%, 6名

1.7%, 5名

1.7%, 5名

1.4%, 4名

1.0%, 3名

1.0%, 3名

1.0%, 3名

1.0%, 3名

1.0%, 3名

51.6%, 148名

4.9%, 14名

2.8%, 8名

0 20 40 60 80 100 120 140 160

脳性麻痺

トリソミー１８

新生児低酸素性虚血性脳症

てんかん

ウエスト症候群

全前脳胞症

低酸素性脳症

急性脳症

難治性てんかん

気管支軟化症

染色体異常

新生児慢性肺疾患

水頭症

喉頭狭窄症

気管狭窄症

コルネリアデランゲ症候群

新生児脳室周囲白質軟化

ＣＨＡＲＧＥ症候群

先天性心疾患

ミトコンドリア病

ＭＥＣＰ２重複症候群

肺高血圧症

気道狭窄

結節性硬化症

その他（104種＋標準病名不明等23種）

原因不明

答えたくない

http://www.byomei.org/


7. 障害区分

◼ 複数選択可として回答を得た結果、以下の通りである。

◼ 全体の83.3%が肢体不自由であり、50.5％が重度知的障害であり、重複障害児者が多い。
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83.3%, 239名

23.7%, 68名

18.5%, 53名

16.0%, 46名

13.9%, 40名

2.4%, 7名

50.5%, 145名

7.3%, 21名

41.1%, 118名

21.6%, 62名

0.7%, 2名

1.7%, 5名

4.5%, 13名

0 50 100 150 200 250 300

＜身体障害＞肢体不自由

＜身体障害＞音声・言語・咀嚼機能障害

＜身体障害＞内部障害

＜身体障害＞聴覚障害

＜身体障害＞視覚障害

＜身体障害＞その他の身体障害

＜知的障害＞重度知的障害

＜知的障害＞重度以外知的障害

＜精神障害＞てんかん

＜精神障害＞発達障害

＜精神障害＞その他の精神障害

その他・不明

特になし

N=287



8-1. 居住地の都道府県

◼ ３７都道府県にお住いの方から回答を得た。関東地方が回答の半数を占めている。
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8-2. 居住地の市区町村

◼ 126以上の市区町村にお住いの方から回答を得た。
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都道府県 市区町村 ※順不同。カッコ内は該当人数。 人数

北海道 札幌市(1)、恵庭市(1) 2

青森県 八戸市(1)、大鰐町(1)、青森市(1)、十和田市(1)、むつ市(4) 8

岩手県 未回答(1) 1

宮城県 仙台市(2)、未回答(1) 3

秋田県 白鷹町(1) 1

山形県 米沢市(1)、東根市(1)、鶴岡市(1)、大蔵村(1)、川西町(2)、山形市
(2)、寒河江市(1)、未回答(2)

11

茨城県 水戸市(1)、ひたちなか市(1) 2

栃木県 栃木市(1)、宇都宮市(1) 2

群馬県 太田市(1)、沼田市(1)、未回答(1) 3

埼玉県 北本市(1)、入間市(1)、鶴ヶ島市(1)、皆野町(1)、草加市(3)、川口
市(1)、上尾市(1)、所沢市(2)、志木市(2)、坂戸市(1)、戸田市(1)、
ふじみ野市(1)、さいたま市(3)、未回答(5)

24

千葉県 野田市(1)、八千代市(1)、柏市(1)、東金市(1)、千葉市(3)、松戸市
(6)、市原市(1)、未回答(2)

16

東京都 練馬区(5)、立川市(1)、目黒区(2)、墨田区(5)、北区(2)、豊島区
(1)、武蔵野市(1)、府中市(1)、板橋区(3)、八王子市(1)、日野市
(1)、中野区(2)、大田区(1)、足立区(10)、世田谷区(13)、杉並区
(2)、新宿区(1)、昭島市(1)、渋谷区(1)、三鷹市(3)、荒川区(3)、港
区(1)、江東区(2)、江戸川区(4)、葛飾区(1)、羽村市(1)、あきる野
市(1)、未回答(14)

84

神奈川県 藤沢市(1)、相模原市(3)、川崎市(3)、秦野市(1)、寒川町(1)、茅ヶ
崎市(2)、横浜市(17)、未回答(5)

33

新潟県 新潟市(1) 1

石川県 金沢市(2) 2

福井県 福井市(2)、鯖江市(2) 4

山梨県 韮崎市(1)、市川三郷町(1) 2

都道府県 市区町村 ※順不同。カッコ内は該当人数。 人数

長野県 高森町(1)、茅野市(1) 2

岐阜県 大野町(1)、岐阜市(1) 2

静岡県 富士宮市(1)、島田市(1)、静岡市(5)、湖西市(1)、掛川市(1)、未回答
(1)

10

愛知県 名古屋市(2)、未回答(3) 5

三重県 津市(1)、八日市(2)、伊勢市(2) 5

京都府 舞鶴市(2)、京都市(2) 4

大阪府 門真市(1)、枚方市(2)、豊中市(2)、大阪市(3)、吹田市(1)、堺市(2)、
羽曳野市(1)、茨木市(1)、未回答(2)

15

兵庫県 宝塚市(1)、尼崎市(1)、西宮市(3)、神戸市(3)、三田市(4) 12

奈良県 三郷町(1) 1

鳥取県 未回答(1) 1

岡山県 倉敷市(6) 6

広島県 東広島市(1) 1

山口県 下関市(1) 1

香川県 高松市(1) 1

福岡県 北九州市(2)、福岡県(4)、八女市(1)、福智町(1)、行橋市(1)、未回答
(1)

10

長崎県 未回答(1) 1

熊本県 熊本市(1) 1

大分県 大分市(6) 6

鹿児島県 肝付町(1) 1

沖縄県 南風原町(1)、沖縄市(1)、未回答(1) 3



9-1. 主要利用医療機関等の都道府県

◼ 主に利用している医療機関等は３４都道府県に渡り、居住地より大都市圏の割合が高くなっている。
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9-2. 主要利用医療機関等の市区町村

◼ 主に利用している医療機関等は88以上の市区町村に渡り、自治体を越境して利用している人も多い。
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都道府県 市区町村
※順不同。カッコ内は該当人数。複数記載の場合は先頭のみ集計。

人数

北海道 札幌市(2) 2

青森県 八戸市(1)、青森市(3)、十和田市(1)、むつ市(2)、弘前市(1) 8

宮城県 仙台市(3)、未回答(1) 4

山形県 米沢市(1)、鶴岡市(1)、川西町(1)、山形市(7)、新庄市(1)、未回答
(1)

12

茨城県 水戸市(2) 2

栃木県 下野市(2) 2

群馬県 太田市(1)、前橋市(1)、未回答(1) 3

埼玉県 草加市(1)、さいたま市(11)、越谷市(1)、川越市(3)、毛呂山町(2)、
未回答(2)

20

千葉県 千葉市(7)、松戸市(4) 、未回答(1) 12

東京都 墨田区(6)、北区(1)、豊島区(5)、文京区(11)、府中市(11)、品川
区(2)、板橋区(5)、 台東区(2)、足立区(1)、世田谷区(18)、新宿区
(4)、小平市(3)、渋谷区(4)、三鷹市(1)、荒川区(1)、港区(1)、江東
区(1)、あきる野市(2)、未回答(16)

95

神奈川県 相模原市(3)、川崎市(1)、茅ヶ崎市(1)、横浜市(20)、伊勢原市(1) 、
未回答(5)

31

新潟県 新潟市(1) 1

石川県 金沢市(1)、内灘町(1) 2

福井県 福井市(2) 2

山梨県 中央市(1)、甲府市(1) 2

都道府県 市区町村
※順不同。カッコ内は該当人数。複数記載の場合は先頭のみ集計。

人数

長野県 飯田市(1) 1

岐阜県 岐阜市(2) 2

静岡県 浜松市(3)、島田市(1)、静岡市(6) 10

愛知県 名古屋市(2)、未回答(3) 5

三重県 津市(1)、八日市(2)、伊勢市(1) 4

京都府 舞鶴市(2)、京都市(2) 4

大阪府 和泉市(3)、枚方市(1)、大阪市(4)、吹田市(3)、堺市(1)、高槻市(3)、
未回答(2)

17

兵庫県 西宮市(3)、神戸市(9)、伊丹市(1)、未回答(1) 14

鳥取県 未回答(1) 1

岡山県 倉敷市(5)、岡山市(1) 6

広島県 東広島市(1) 1

山口県 下関市(1) 1

香川県 三木町(1) 1

福岡県 北九州市(4)、福岡県(4)、久留米市(1)、未回答(1) 10

長崎県 未回答(1) 1

熊本県 熊本市(1) 1

大分県 由布市(1)、大分市(4)、別府市(1) 6

鹿児島県 鹿屋市(1) 1

沖縄県 南風原町(1)、うるま市(1)、未回答(1) 3

N=287



10. 利用医療福祉サービス

◼ 複数選択可として回答を得た結果、以下の通りである。

◼ 通院は91.3%が利用しているが、訪問看護は63.1%、短期入所（ショートステイ）は37.3％の利用に留まっている。
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91.3%, 262名

16.7%, 48名

34.1%, 98名

63.1%, 181名

62.4%, 179名

54.7%, 157名

19.2%, 55名

20.2%, 58名

38.3%, 110名

31.4%, 90名

4.5%, 13名

1.7%, 5名

3.1%, 9名

3.5%, 10名

2.1%, 6名

0.3%, 1名

4.5%, 13名

37.3%, 107名

42.2%, 121名

22.6%, 65名

15.7%, 45名

14.6%, 42名

37.3%, 107名

3.5%, 10名

0.0%, 0名

0.3%, 1名

5.2%, 15名

0 50 100 150 200 250 300

通院

入院

訪問診療

訪問看護

通所リハビリ（OT・ST・PT）

訪問リハビリ（OT・ST・PT）

＜障害児通所系＞児童発達支援

＜障害児通所系＞医療型児童発達支援

＜障害児通所系＞放課後等デイサービス

＜訪問系＞居宅介護（ホームヘルプ）

＜訪問系＞同行援護

＜訪問系＞行動援護

＜訪問系＞重度障害者等包括支援

＜障害児訪問系＞居宅訪問型児童発達支援

＜障害児訪問系＞保育所等訪問支援

＜障害児入所系＞福祉型障害児入所施設

＜障害児入所系＞医療型障害児入所施設

＜レスパイト系＞短期入所（ショートステイ）

＜相談支援系＞計画相談支援

＜相談支援系＞障害児相談支援

＜地域生活支援＞移動支援

＜地域生活支援＞日中一時支援

＜地域生活支援＞日常生活用具給付等

＜地域生活支援＞その他地域生活支援

不明（医療サービス）

不明（福祉サービス）

その他

N=287



11. 新型コロナ発生後、不安感は高まっていますか？

◼ 回答者の97.6%は、不安感が高まっている。
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83.3%, 非常に不安感が高まって

いる, 239名

14.3%, やや不安感が高まってい

る, 41名

2.1%, ほとんど不安感は変

わっていない（不安は感

じている）, 6名

0.0%, 不安感は減っている, 0名 0.3%, 不安は感じていない, 1名



12. 不安なこと、困っていること

◼ 複数選択可として回答を得た結果、以下の通りである。なお、選択肢は事前調査より作成した。

◼ 「保護者が感染した際の子どもの預け先の確保」を筆頭に、様々な不安や困難を抱えている。
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86.4%

82.6%

75.6%

73.2%

69.0%

66.2%

53.0%

42.2%

38.7%

30.7%

8.0%

＜医療・福祉資源＞保護者感染時の子どもの預け先の確保

＜物資・金銭・情報＞子どもが感染した場合の入院付添いや治療に関する情報不足

＜物資・金銭・情報＞医療材料・衛生用品等の不足

＜医療・福祉資源＞医療崩壊（治療継続困難等）

＜医療・福祉資源＞病院・通所・訪問サービス等利用時の感染（往診医の不足等含む）

＜社会環境＞買い物・通勤等外出時の感染

＜物資・金銭・情報＞行政における医ケア児等ハイリスク児家庭の把握漏れ

＜医療・福祉資源＞新型コロナと無関係に入院した子どもへの面会禁止（かかりつけ病院が

感染症指定病院の場合）

＜医療・福祉資源＞通所・訪問・入所サービス等の利用制限

＜物資・金銭・情報＞収入減・経済的負担の増加（ひとり親家庭の生活困窮等含む）

その他

N=287
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【事前調査結果】新型コロナウイルス感染拡大に伴う
医療的ケア児・難病児等のハイリスク児家族の不安・困りごと

◼ 2020年3月28日～4月2日に当事者家族(55名)よりSNS上で意見を募集し整理した結果、10種の不安・困りごとの存在が判明。
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No 分類 不安・困りごと 実際の声(一例) 対策案(提言)

1 物資・
金銭・
情報

医療材料・衛生用品等の不足 • マスク、アルコール関係、体温計などの物品不足。命に関わる物品まで足りなくなるのではないか。
処方ではなく自費で購入している物品もあるため、物流が止まった場合が心配。

• 在宅人工呼吸器の交換回路などの消耗品が既に供給できにくくなっているそうで恐怖しかありませ
ん。

買占め規制、備蓄と全ハ
イリスク児家庭への配布

2 収入減・経済的負担の増加
（ひとり親家庭の生活困窮等含む）

• シングルマザー。子どもが呼吸器で預け先が見つかりにくいことなどで休職による収入減。 現金給付、医療費等の
減免

3 子どもが感染した場合の入院付添い
や治療に関する情報不足

• 子どもが感染し入院したら治療等どのような経緯を辿るのか全く情報がないので不安。 医療機関・福祉事業所・
SW等と連携した全ハイリ
スク児家庭の把握とプッ
シュ型の情報提供4 行政における医ケア児等ハイリスク児

家庭の把握漏れ
• 我が子がハイリスク群に入るか分からず不安。
• ハイリスクの子どもやその保護者が感染したら、すぐ検査してもらえるのか。

5 医療・
福祉
資源

保護者感染時の子どもの預け先の確
保

• 家族や自分がかかったりでもしたら、もう家はまわらなくなる。自分の親に頼むとなっても、親も高齢。
• 呼吸器がついているからと預かってくれない。
• ショートステイ等も全部利用不可になっている。

関係者（医療機関・福
祉事業所・SW等）への
積極的支援の指示、預け
先確保

6 病院・施設・訪問サービス等利用時
の感染
（往診医の不足等含む）

• 往診を使用していないため通院しか選択肢がない。
• 対策も無しに療育園が再開される事が不安。
• 訪問サービスも自粛すべきなのか分からない。自粛すると介護の負担が増える。
• 訪問ヘルパーがマスクが不足しているのか布マスクで来て不安。

小規模事業所等感染対
策の支援、通院以外の受
診制度の規制緩和、低リ
スク地域病院・診療所・
施設への振り替え促進

7 通所・訪問サービス等の利用制限 • デイサービスや訪問看護の利用回数を減らすようにお願いされ、負担が大きいです。
• リハビリに通えないことで出来ていたことが出来なくなるリスク。

8 医療崩壊（治療継続困難等） • 医療崩壊が起きてしまったとして、息子のような基礎疾患があった場合は優先順位が下げられるの
ではないか、治療してもらえないのではないか。

事前の対応計画の検討と
受入れ病院の確保・引継

9 新型コロナと無関係に入院した子ども
への面会禁止（かかりつけ病院が感
染症指定病院の場合）

• いつもの受診病院が感染者受け入れ指定の病院で、この時期に入院してしまったら面会も出来ず
プラスで感染に巻き込まれたらと思うと、毎日体調が気がかりで気が気じゃありません。

感染者とエリア分断の厳
格化による面会の実現、
在宅移行の手厚い支援

10 社会
環境

買い物・通勤等外出時の感染 • 感染のリスクを考えると、朝から並んでまでマスク購入なんて不可能です。
• 未就学だとヘルパーさんの留守番や買い物代行が使えない。
• ハイリスク児がいるので仕事で出勤するのを控えたいが休みにくい。

ヘルパー等による買い物
代行の規制緩和、介護
休暇取得の促進


