
令和３年度第４回

朝霞市障害者自立支援協議会専門部会（医療的ケア児）

次   第

日 時  令和４年１月１２日（水）

                      午前１０時から１１時３０分まで

会 場  朝霞市役所 西側車庫会議室

１ 開 会

２ 議 題

（１）医療的ケア児に係る調査結果について

（２）医療的ケア児の災害時個別支援計画作成について

（３）その他

３ 閉 会



資料１

朝障発第１８２２号

令和３年９月２８日

医療的ケア児の保護者様

朝霞市福祉部障害福祉課長  

医療的ケア※に係る調査へのご協力について

日頃より、本市の福祉行政にご理解・ご協力いただき、ありがとうございます。

本市では、医療・保健・福祉・保育・教育などの多職種から構成される「朝霞市障害者自

立支援協議会」で、医療的ケアが必要なお子さん（医療的ケア児）とそのご家族が、地域で

安心して生活していただくための方策を検討しています。

その検討にあたり、医療的ケアに係るアンケート調査を実施したいと考えております。本

調査を通じて得た情報は、災害時支援の在り方検討等に生かしていきたいと考えています。

つきましては、大変お忙しいところ恐縮ですが、同封の調査票への回答についてご協力を

お願いいたします。

調査票に記載された個人情報の取扱い・管理については、十分に留意いたします。

なお、この通知は、朝霞市障害福祉課で把握している医療的ケアが必要な１８歳未満のお

子さんがいるご家庭に対しお送りしています。既に医療的ケアが不要となったご家庭も、ご

協力をお願いいたします。

記

期 日 令和３年１０月８日（金）必着

     「医療的ケアに係る調査票」と「災害時個別支援計画に関するアンケート」を

同封の返信用封筒（切手不要）にて、ご返送ください。

【問合せ先】朝霞市福祉部障害福祉課

担当 佐甲、渡邉、田中、小笠原

電話 ０４８－４６３－１５９８

※「医療的ケア」とは

日常生活を行う上で必要となる、たんの吸引や経管栄養、人工呼吸器の装着などを指

します。



資料１

※医療的ケア内容は状態によって変化することがございますので、今後定期的にアンケート

を実施予定です。

本市では、多職種が集まり、障害のある方が地域で安心して暮らし続けるための方

策を検討する“朝霞市障害者自立支援協議会”で、医療的ケアが必要なお子さんとそ

の家族に関する課題解決に取り組んでいます。

医療的ケアが必要なお子さ

んやご家族が、どんな思いを

持っているか、分かってもら

えているのかな？

ご家族

今困っていることは

なにかな？
市内に何人いるのかな？

災害時の心配事は？

準備はしているのかな？

どんな支援を受けて

いるのかな？

あったらうれしい

支援は？

将来への

希望や不安は？

地域でどんな生活を

していきたいのかな？

課題解決に向けて把握したいこと・・・

関係機関・市役所

情
報
の
差

医療的ケアが必要なお子さんとその家族の状況や困りごと、

希望などを把握し、地域や個別の課題解決に取り組みます！

まずは、災害時
．．．

の対策や準備について検討したいと考えています！

《アンケートに回答する際に参考にしてください》

●朝霞市避難行動要支援者支援制度とは

災害時に避難をする際に在宅で支援を必要とする方の名簿を避難支援や安否確認のために

避難支援者（消防署や警察署、民生委員、児童委員等）に提供し活用する制度です。名簿は災

害時のみの活用ですが、台帳への登録を届出された方は、事前に避難支援者に情報提供を

行い、地域での支援体制づくりに活用されます。

●災害時個別支援計画とは

医療的ケアに必要な備蓄や災害時の対応（災害時の避難方法や安否確認など）について、ご

家族を中心に関係機関と共に考え、日頃から災害発生に備えておく計画です。





同封の資料をご覧いただきお答えください

災害時個別支援計画についてのご意見があれば、記載をお願いいたします。

・内容、項目の追加……なし・あり（内容               ）
・内容、項目の変更……なし・あり（内容               ）
・その他ご意見など

※災害時個別支援計画は、同封の資料を用い、家族と関係者とで共有し、日ごろから
災害に備えることを目的としています。朝霞市の医療的ケア児に適した内容にしてい
きたいと思いますので、災害時にお子さんに必要と思われる情報や備え等について、
ご意見があれば記載してください。

災害時個別支援計画に関するアンケート 資料 3



（参考：東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針）

医療的ケア児の

災害時個別支援計画

作成日    年   月  日

更新日

   年   月  日

   年   月  日

   年   月  日

ふりがな                   

氏名               さん

住所                  

電話番号                  

この計画は、関係者で共有させていただき、適宜情報を共有・更新します。

資料   ４



地区：        名前：

まとめられる物はひとまとめにしてベッドの近くに置いておきましょう。

この他、非常用食品や衣類なども一緒に準備しておきましょう。

品目 個数 置いてある場所

蘇生バッグ

外部バッテリー

予備の呼吸器回路一式

予備の吸引器

予備の吸引チューブ

グローブ

アルコール綿

蒸留水

経腸栄養剤

薬

懐中電灯

乾電池

発電機と使用燃料

延長コード

ラジオ

おむつ

尿パッド

               情報更新日 年  月  日  

災害時に備えて準備しておくもの ☆７日を目安に

浸水  土砂災害  地震 その他 (      )   

自宅付近のハザード
※ 想定される被害を○で囲みましょう。

要援護者登録： 済  未（・登録予定  年  月 ・登録しない）



地区：        名前：

１．人工呼吸器の電源

※外部バッテリーによる作動確認

   外部バッテリー作動時間    内部バッテリー作動時間    合 計  
            

          ＋      ＝

２．酸素濃縮器 ：酸素ボンベへの切り替え

酸素ボンベ１本消費時間

３．充電式吸引器 ：充電式吸引器の連続使用時間

※足踏み式吸引器の準備

□ 電力会社の確認  

停 電

時間 時間 時間

分

確認すること

１．ブレーカーの確認 ：ブレーカーが落ちていたら、ブレーカーを上げましょう。

ブレーカーが落ちていない場合、下記へ連絡して停電の確認をしましょう。

  

    電力      カスタマーセンター 電話                 

＊大規模停電時にはつながりにくくなります。その場合は下記で確認します。

２．停電情報の確認（   電力 停電情報）

酸素ボンベ１本消費時間        時間



地区：        名前：

停電が長引きそうな場合

１．電源の確保

（必要な項目 □→■、接続する機器を○で囲む：事前に A（アンペア）数を確認する）

  □車のシガーライターケーブル（   A）

    ・人工呼吸器（    A） ・バッテリー（    A）

・その他（          A）

□発電機（   A）

    ・バッテリー（  A） ・吸引器（    A）

  ・酸素濃縮器（    A） ・その他（         A）

□自家発電設備のあるところ：バッテリー充電

    施設名             

住所                電話           

  

２．その他の対処 （必要な項目 □→■、対処機器等を○で囲む）

□電池利用機器への切り替え：

  ・低圧持続吸引器  ・パルスオキシメーター ・その他（      ）

□エアマット：

□人工呼吸器の加温加湿器：

   ・人工鼻の使用  ・加温加湿器へお湯の追加

３．入院する  入院を調整する機関

（予定していた下記医療機関

が受入困難な場合）

医療機関名

                      電話           へ相談



地区：        名前：

Yes

              

□患者さんは大丈夫ですか？（確認したら□にレでチェック）

□人工呼吸器は正常に作動していますか？   

※人工呼吸器が正常に作動していない場合

         １．蘇生バッグによる呼吸を開始
パルスオキシメーターで確認 通常の SpO2

         ２．連絡する

                                                               

                                                                

人工呼吸器が正常作動している場合          停電ﾍﾟｰｼﾞ確認！

□近隣で

□安否の連絡を入れる 利用する方法を□→■

□安否確認者 関係者リストの◎印の人が安否確認に来ます。

電気・水道の確認

No

□人工呼吸器に破損なく、作動しているか

□異常な音、臭いは出ていないか

□呼吸回路の各接続部にゆるみはないか

□回路は破損していないか

□設定値が変わっていないか

※アラームが鳴っていなくても必ず確認しましょう

転倒、落下物に注意

ギャッジベッドを下げる

（停電すると動かなくなるため）

停電あり

主治医                      電話

   

人工呼吸器取扱事業者                電話

         

                     に連絡してください。

□ １７１伝言ダイヤルへ録音（自宅電話番号：           ）

□ 携帯災害用伝言板（登録者：関係者リスト参照）

□ 電話連絡          電話                  

□ メール           メールアドレス
                    

％

火災
□近隣に支援者を求める

□安全な場所へ避難

可能であれば…「避難時の持ち出しセット」持参

地 震



地区：        名前：

    

■台風、大雨などで風水害が予想される場合

避難時の持ち出しセット（事前に外出用リストを作成しておきましょう）

準備した項目の□にレでチェック

□人工呼吸器 □外部バッテリー □呼吸器回路

□人工鼻（加温・加湿器） □蘇生バッグ □吸引器

□吸引チューブ □アルコール綿 □蒸留水

□経管栄養セット □経腸栄養剤 □保険証

□薬 □延長コード □

□ □ □

□ □ □

風水害（洪水、高潮、土砂災害等）

例）防災無線、防災メール等

                  からの情報に注意して、

避難準備情報 が発令されたら、

避難する。

だれ                   電話               に連絡して

移送手段                    電話                  で

避難場所                       

住所            電話          に

  ※避難してください。

風水害（浸水、土砂災害等）



地区：        名前：

  関係者連絡リスト
  年  月  日 作成

安否確認

する人 ◎

災害用伝言

板登録 ◎
区分 担当者 所属 電話番号

かかりつけ医

専門医

訪問看護ステーション

ケアマネージャー

保健師

訪問介護事業所

近隣者

避難所 住所・名称

安否確認の流れ

医療機器取扱事業者リスト
区分 担当者 所属 電話番号

人工呼吸器（機種：         ）

酸素濃縮器（機種：        ）

吸引器（機種：        ）

家族・親族リスト
災害用伝言

板登録◎
続柄 氏名 住所又は勤務先 電話番号

◎安否確認する人（連絡方法） 把握集約機関 （連絡方法） 防災担当部署 （連絡方法）



地区：        名前：

  緊急時の医療情報連絡票（在宅人工呼吸器使用者用）

* この連絡票は、災害時等に初めて対応する医療関係者に伝えたい医療情報をまとめたものです。

緊急避難的に入院する等の時に役立ちます。人工呼吸器の設定内容等が変更した場合は、かかりつけ医や

訪問看護ステーショ ン等に声をかけて、更新してもらいましょう。

患者氏名 性別    男性  ・  女性

生年月日     年    月    日 生          歳

住所 〒                                 （電話               ）

診断名

合併症

主治医

専門医 医療機関名

医師名                  （電話               ）

かかりつけ医 医療機関名

医師名                  （電話               ）

今までの経過 発症：      年    月        人工呼吸器装着：    年     月            

服薬中の薬

基礎情報

身長 cm 体重 kg

血圧 ／    mm Hg 体温                ℃

脈拍 回／分 SpO2        ％ ～     ％

コミュニ

ケーション

□会話  □筆談 □文字盤  □意思伝達装置  □その他（                ）

具体的に記載（Yes/No サイン等）

医療処置情報

人工呼吸器

機種名  （                                         ）

□気管切開で使用（TPPV）            □マスクで使用（NPPV）

□量規定（VCV） □圧規定（PCV）

換気モード 換気モード

１回換気量（       ）ml／分 I PAP

（       ）

EPAP（      ）

PS （     ） PEEP （      ） 吸気圧（    ） PS（   ） PEEP（    ）

呼吸回数 （       ）回／分 呼吸回数 （       ）回／分

吸気時間または吸気流量 （        ） 吸気時間 （            ）

人工呼吸器装着時間 ： □24 時間   □夜間のみ  □その他（            ）

酸素使用   □ あり （     ）L／分   □  なし    □その他 （              ）

気管切開 カニューレ製品名 （         ） サイズ （      ）  カフエア量（     ）ｍｌ

吸引 □気管内 □鼻腔内 □口腔内  *特記事項（                     ）

栄養 □経口

□胃ろう・腸ろう               □経鼻カテーテル

  製品名（               ）   サイズ（                ）

  栄養剤商品名（                     ） １日の総カロリー（       ）kcal

□その他 （                                           ）

膀胱留置ｶﾃｰﾃﾙ   □  あり  （サイズ             ）     □  なし

その他特記事項

記入者 ： 所属              職種          氏名           記入日    年    月



地区：        名前：

【NHK】NEWS WEB

（特別編成ニュース）

【内閣府】

防災情報システム

【気象庁】

  気象警報・注意報

【埼玉県】

防災マニュアルブック

【NTT】

災害用伝言板 web171

【JARTIC】

日本道路交通情報センター

【  】 【  】 【無線 LAN ビジネス推進連絡会】

00000JAPAN による、

公衆無線 LAN サービスの

無料開放サービス

災害情報等

関連リンク

H30.12.12 時点

「コバトン」
「さいたまっち」





資料５

朝霞市医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、災害時における支援を適切かつ円滑に実施するため、朝

霞市内に居住する医療的ケア児の災害時個別支援計画（以下「個別支援計

画」という。）を作成するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「医療的ケア児」とは、医療的ケア児及びその家族

に対する支援に関する法律（令和３年法律第８１号）第２条第２項の医療的

ケア児をいう。

（対象者）

第３条 個別支援計画の作成の対象となる者（以下「対象者」という。）は、

市内に居住する医療的ケア児とする。

（個別支援計画の作成）

第４条 市長は、対象者及びその家族の災害時の対応を支援するため、関係機

関等の協力を得て、対象者の個別支援計画を作成する。

２ 市長は、前項の規定による個別支援計画の作成に当たり、その目的、作成

方法及び前項に規定する支援を行う関係者との情報共有について、対象者及

びその家族に説明し、同意を得るものとする。

（記載内容）

第５条 個別支援計画には、次に掲げる事項を記載する。

(１) 対象者の氏名、住所及び連絡先

(２) 使用している人工呼吸器等の機種及び取扱業者に関する情報

(３) 災害時に備えて準備しておくものの品目、個数等

(４) 停電時の対応方法

(５) 地震、風水害等の災害種別ごとの対応方法

(６) 関係者、緊急時の医療機関等の連絡先

(７) 安否確認の方法

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

２ 市長は、作成した個別支援計画について、１年に１回見直しを行い、その

ほかに対象者の状況の変化に応じた見直しを行うことにより、適正な運営に

努めるものとする。

（個別支援計画の保管）

第６条 作成した個別支援計画の原本は市長が保管し、副本は関係機関等が、

それぞれ関係する範囲において保管するものとする。



資料５

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和３年１２月２日から施行する。



大人

《現状整理》 ケアラー感染時の家庭支援

子ども （医療的ケア児)

短期入所協力施設

（陰性対応）

ケア付
宿泊療養施設

（陽性対応）

訪問介護員による
居宅介護

グループホーム
への看護師派遣

短期入所施設での
受け入れ

※参考：令和2年5月20日 厚生労働省新型コロナウィルス感染症対策推進本部 発信
「新型コロナウィルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応について（その３）」

※参考：神奈川県での取り組み

医療機関での
レスパイト入院

医療的ケア児対応事務連絡（その2）では、「医療的ケア児等のご家庭が
どの方法を選択するかについては、医療的ケア児等の軽症者等以外の
支援の状況、医療的ケア児等の体調やケアの内容、異動先の受け入れ
態勢等を踏まえ、かかりつけ医や相談支援事業所、自治体とよく相談の
うえでご対応いただきたい」と記載あるが、埼玉県（朝霞地区四市）の
医療的ケア児が選べる選択肢は「医療機関でのレスパイト入院」が現実
的。

・愛弘園（東松山市）
・嵐山郷(嵐山町)
※医療的ケア児の受入可否は
記載なし



2020年3月

「医療的ケア児者とその家族の
生活実態調査報告書」

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000653544.pdf

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

（厚生労働省 令和元年度障害者総合福祉推進事業）





医療資源がひっ迫しているコロナ流行期に、病院で
レスパイト入院することは現実的な選択肢なんだろうか？

ほかにどんな支援が考えられるだろう？

医療的ケア児

医療機関へ
付き添い入院

感染例えば、父が感染。

病院or療養施設へ隔離待機中。

医療的ケア児はレスパイト入院。

母は付き添い入院。

きょうだい児は、親族のサポー
トが必須。

親族のサポートが得られない場
合は、レスパイト入院をあきら
める？

→家族構成によっては、一定の
条件がそろわないとレスパイト
入院を選択できない。



2021年11月10日放送

特集

「コロナ渦の医療的ケア
児・家族の不安」

琉球放送



すぐに子どもの主治医に相談するも、病床に空きがない。

母の体調が次第に悪化する中で、
1か月子どもをケアして自宅で過ごした。





医療資源がひっ迫しているコロナ流行期に、病院で
レスパイト入院することは現実的な選択肢なんだろうか？

ほかにどんな支援が考えられるだろう？

医療的ケア児

医療機関へ
付き添い入院

感染

緊急時にサポートするには

平時から医療的ケア児が利用できる

福祉サービスが必要では？

有事のときの相談先って

病院しかないんだっけ？



《提案》 ケアラー感染時の家庭支援

・きょうだい児支援

・医療型短期入所施設の設置

・医療的ケア児支援センターの設置



県でも市町村でも使える補助金？
カテゴリによって補助対象が異なる？

「医療的ケア児等への支援施策」

（厚生労働省HPより）



主体となるのは都道府県？



医療型短期入所事業所は
都道府県事業






