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千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」

はじめに

　昨今、人工呼吸、気管切開、経管栄養など、医療的な
ケアを必要とする状態にあっても、病院を退院して自宅
に戻り、ご家族と一緒の生活をスタートさせるお子さん

が増えています。
　しかし、いざ自宅で生活するとなると、ご家族としてはお子さん
の体調管理はもちろん、家族全体の生活のことなどもいろいろ気に
なり、安心して退院させられないという方がたくさんいらっしゃい
ます。
　一方、既に、自宅で家族だけで頑張ってお子さんの介護を続けて
きたけれど、家族の病気や高齢化などの事情から、今までどおりの
生活を続けることが難しくなってきたという方もいらっしゃいます。
　そのような方のために、お子さんやご家族はどのような医療・福
祉のサービスを受けることができるのか、また、そのためにはどこ
に相談したらいいのかなどの基本的な事柄をＱ＆Ａのスタイルで説
明したのがこのパンフレットです。
　パンフレットは、千葉県（障害福祉課）が、医療法人社団麒麟会

（所在：船橋市）の協力を得て、平成25年度厚生労働省モデル事業
である「小児等在宅医療連携拠点事業」の一環として作成しました。
　医療的ケアを必要とするお子さんの在宅生活
を豊かなものにするとともに、ご家族の負担や
不安を少しでも減らすため、このパンフレット
を役立てていただければ幸いです。
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《お子さんの健康状態や健康管理についての不安》

主治医からは、体調がまだ不安定で、もしかしたら悪化す
るかもしれないと説明を受けています。
でも、今度退院することになり、医療的ケアの仕方を習っ
てどうにかできるようになりましたが、実際に自宅で子
どもの状態をみて、自分だけで判断する自信はありませ
ん。誰に子どもの状態や緊急時の受診相談をしたらいいで
しょうか？ 

お子さんの健康管理についての相談は、訪問看護師にする
といいですよ。
訪問看護師は、お子さんの状態に応じて主治医が必要と判
断した頻度で自宅を訪問してくれます。
医療的ケアはもちろん、ご家族と一緒にお子さんの様子を
見て健康状態の判断をしてくれたり、主治医と連携しなが
ら相談に乗ってくれます。
それから、緊急時の受診相談については、入院する医療機
関に相談すればいいのか、訪問看護師に相談すればいいの
か、お子さんの状態によって異なることも多いです。退院
する前に話し合い、皆でそれぞれの役割を確認し合っても
らい、相談先を決めておくといいと思います。

Q1

A1
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退院調整会議って、どういうものなのでしょうか？ 

国では、お子さんが退院する前に、入院先の医療機関の専
門職（主治医、看護師、ソーシャルワーカーなど）や、お
子さんとご家族を支える地域の関係機関の専門職が一堂
に会し、ご家族と一緒にお子さんの退院後の生活について
考える場として、退院調整会議を開くよう推進していま
す。
退院に不安があれば、入院先の医療機関の看護師やソー
シャルワーカーに、退院調整会議を開催してもらうよう希
望してみてはいかがでしょうか。

（注！） 退院調整会議は、原則として、退院する日から逆算して
１か月以内に開催することになっています。でも、複数
回開催して調整することが有効だと入院機関や地域の関
係機関が判断した場合には複数回開催されることもあり
ます。

Q2

A2
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訪問看護師に自宅に来てもらうためにはどうしたらいい
のでしょうか？

主治医の「訪問看護指示書」に基づいて、訪問看護をして
いる事業所とお子さんやご家族との間で、訪問看護につい
ての契約を取り交わす必要があります。

「訪問看護師って、どんなことをしてくれる人かよくわか
らない。」と言う人もいますが、医療的なケアはもちろん、
お子さんの健康状態を的確に判断したり、在宅療養でのさ
まざまな困りごとを解決するために一緒に考えてくれた
りする強い味方です。

Q3

A3

4



訪問看護師に来てもらうための主治医の「訪問看護指示
書」って、どのようにすれば出してもらえるのでしょう
か？  

訪問看護の「訪問看護指示書」は、主治医が訪問看護を必
要と判断したら発行することになっていますので、訪問看
護師に来てもらいたいときは、まず主治医に相談してみて
ください。
また、訪問看護師としてできることとできないことが定め
られていますので、主治医には、訪問看護師にどのような
ことを依頼したいのかをきちんと伝えて検討した方がい
いと思います。

Q4

A4
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訪問看護師だけでなくて、医師にも来てもらうことはでき
ないでしょうか？  

医師が自宅に来てくれる「訪問診療」は、地域の医療事情
もあって対応可能なところとそうでないところがありま
す。
訪問診療を行う診療所（在宅療養支援診療所）の診療圏域
は半径16キロ以内と決められているし、診療所ごとに事
情や方針もありますので、まずは近くに対応してくれそう
な医療機関があるか確認してみてください。

（注！） 千葉県では、県ホームページに「千葉県つながろうマッ
プ」というコーナーを作り、医療的ケアの必要なお子さ
んの在宅生活を支援する機関の連絡先などをお知らせし
ます。（掲載は平成26年４月以降の予定です。）

Q5

A5
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子どもが自宅で生活していく上で、他にどのような機関や
職種の人が関わってくれるのでしょうか？  

医師や訪問看護師以外にも、お子さんの年齢や状態、ご家
族の状況に応じて、さまざまな機関や職種の人が関わって
くれます。県ホームページの「千葉県つながろうマップ」
も参考にしてみてください。

Q6

A6
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分類 機関名 どのような時に相談
できるか（例）

各機関の役割
（担当の専門職）

医　
　
　
　

療

病院 子どもを通院させて診療
を受けさせたいとき

子どもへの診療、投薬、処置
を行う。

（医師、看護師）
診療所

（在宅療養支援
診療所を含む。）
※往診や訪問診療

をしていない場
合、他の診療所
を紹介するなど
の相談に応じら
れる診療所

子どもを通院させて診療
を受けさせたいとき
通院が困難な状態で、自
宅で訪問診療を受けたい
とき

子どもへの診療、投薬、処置
を行う。
自宅に出向き、かかりつけ医
として子どもの全身管理を行
い、専門的な疾患については
医療機関の主治医と連携す
る。

（医師、看護師）

訪問看護ステー
ション

子どもの体調管理や、自
宅で介護するに当たって
不安なことへの相談にの
ってほしいとき

自宅に出向き、子どもの体調
管理や子育て相談をはじめと
した支援を行う。

（訪問看護師）
訪問薬局 処方薬を自宅に届けてほ

しいとき
自宅に処方薬を届け、服薬指
導を行う。

（薬剤師）
訪問歯科診療所 子どもの口腔内・歯のト

ラブルが生じたが、通院
が困難なとき

歯のトラブルへの対処・診断・
嚥下機能評価などを行う。

（歯科医師）

行
政
（
保
健
・
福
祉
）

保健所
（県・千葉市・柏市）

小児慢性特定疾患等難病
による療育やサービスに
ついて相談したいとき

健康診断・健康相談、訪問指
導等により健康に関わる相談
を行う。
（保健師、栄養士、
� 精神保健相談員）

市町村障害福祉
担当課

各種の福祉サービスや制
度に関する相談やサービ
スの利用申請をしたいと
き

サービスや制度についての説
明や申請手続きの実施。

市町村母子保健担
当課

（保健センター等）

乳幼児健診や予防接種等
の母子保健サービスや、
発育や発達、育児、療育
等について相談したいと
き

健康診断・健康相談、訪問指
導等により健康に関わる相談
を行う。
（保健師、栄養士、歯科衛生士）
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分類 機関名 どのような時に相談
できるか（例）

各機関の役割
（担当の専門職）

福　
　

祉　
　

・　
　

療　
　

育

相談支援事業所 ヘルパーをはじめとした
地域での福祉サービスを
受けたいとき

計画相談の立案や関係者の調
整等

（相談支援専門員）
児童発達支援セン
ター

子ども（未就学）の発達
について心配事があり、
発達を促す支援を受けた
いとき

子どもに応じて、専門職が関
わり、発達を促す支援を行う。
（言語聴覚士・保育士・看護師・

機能訓練担当職員）
放課後等デイサー
ビス事業所

子ども（就学中）を放課
後や長期休暇の際に預か
って欲しいとき

子どもを放課後や長期休暇の
際に預かり、生活訓練や支援
を行う。

（機能訓練担当職員）
日中一時支援事業
所

（宅老所を含む。）

子どもを一時的に日中預
けたいとき

子どもを預かり、支援を行う。
（看護師・福祉相談員等）

短期入所事業所 子どもを数日間預かって
欲しいとき

短期入所中、子どもの支援を
行う。
（看護師・福祉職・介護福祉士）

居宅介護事業所 自宅で介護を全てやるの
は大変なので、ヘルパー
に手伝ってほしいとき

自宅での食事介助や入浴介助
などの生活支援や介護支援を
行う。
（介護福祉士・ヘルパー）

中核地域生活支援
センター

生活全般で困ったことが
あり、相談にのってほし
いとき

困りごとを整理し、活用可能
なサービスや専門機関を紹介
する。

（コーディネーター）

教　
　

育

教育センター、教
育委員会

就学に向けて、どの学校
に進学すればいいのかわ
からないとき
学区外の学校に通学した
いとき

就学その他の教育に関する相
談に応じる。

（相談員）

特別支援学校 子どもの身体・精神的特
徴を理解し、教育を行う
場所を見つけたい

（教諭・医療コーディネーター）
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処方された薬の中に経管栄養剤があり、重くて運ぶのがと
ても大変です。何とかならないでしょうか？  

「訪問薬剤管理指導」といって、薬剤師が自宅に薬を届け
る仕組みがあります。その場合は、自宅訪問の時に服薬に
関する説明や注意などをしてくれます。（交通費や諸費用
は、各薬局に直接問い合わせください。）
それから、さまざまな医療機関から処方される薬剤を１か
所の薬局で管理してもらうと、薬の飲み合わせや重複によ
る副作用について知らせてくれたり、また、数種類の薬を
内服している場合は、整理してもらえることもあります。

「かかりつけ薬局」を持つと、在宅療養するときの強い味
方になってくれます。

Q7

A7
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子どもの在宅療養に必要な医療物品は、どこからもらえば
いいのでしょうか？
家族が必要だと思う分だけもらえるといいのですが？ 

医療物品は、その医療機器を管理する責任を負う医療機関
から提供される仕組みになっています。（一部地域を除き
ます。）
医療機関は、国の定める医療機器の管理料の範囲内で物品
を提供することが義務付けられていて、現在は、どの医療
機関でもそこで定めた物品支給の基準によって支給量を
決定しています。
ただし、この物品には絆創膏等の衛生材料は含まれないの
で、退院前にどのような物品がどのくらい提供されるのか
を確認しておくと安心です。
また、医療機関によって扱っている医療物品のメーカーが
違うことがあるので、医療機関が変わるときはよく確認し
ましょう。

Q8

A8
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子どもには歯石がたくさんあるし、虫歯もあります。で
も、歯科には連れて行けなくて困っています。どうしたら
いいでしょうか？ 

自宅を訪問し、歯の治療や口腔内のケアをしてくれる歯科
診療所があります。
子どもの場合、口腔内の状況はとても気になりますし、乳
歯や歯石の除去も必要ですので、ぜひ活用してみてくださ
い。（交通費や諸費用は、各診療所に直接問い合わせくだ
さい。）

（注！） 千葉県では、県ホームページに「千葉県つながろうマッ
プ」というコーナーを作り、訪問歯科診療を提供できる
診療所の連絡先などをお知らせします。（掲載は平成26年
４月以降の予定です。）

Q9

A9
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《日常生活全般に対する不安》

子どもの退院が決まったのですが、いろいろなことが不安
です。
まず、誰に相談すればいいのでしょうか？ 

まずは入院先の医療連携室のソーシャルワーカーや看護
師などに、不安に感じていることを相談してみてくださ
い。直接相談に乗ってくれたり、他の適切な相談先を紹介
してくれたりすると思います。

Q1

A1
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子どもが呼吸器をつけて退院するこ
とになったのですが、自宅に戻った
ときの様子がイメージできず、なん
だか不安です。どうしたらいいで
しょうか？ 

自宅で生活するときに利用できるサービスはいろいろあ
りますが、入院中にお勧めしておきたいことがあります。
それは、ご家族が、お子さんが自宅で在宅療養を開始した
後の24時間の生活をイメージして、予め、困りそうな事
柄を明確にして対策を検討しておくことです。
そのためには、入院中、日中にお子さんと一緒に過ごして
みたり、夜間の付き添いをしてお子さんの世話を体験して
みることも大切です。その間、ご家族には、一週間・24
時間の家族の構成員ごとの生活行動をシートに記入し、家
族全体の具体的な生活イメージを持っていただきたいと
思います。
それをもとに、退院後の生活のどの部分をどんなサービス
で補足できれば暮らしやすいかをソーシャルワーカーや
看護師、主治医と相談してみるといいと思います。
この一週間・24時間のシートは、退院後の福祉サービス
などの支給決定の資料としても活用できるから重要です！

Q2

A2
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子どもが自宅で療養しながら生活するために、どんな分野
のどんな福祉サービスが受けられるのでしょうか？　そ
れに、サービスを受けるための申請の手続きはどうしたら
いいのでしょうか？ 

主な福祉サービスとしては、障害者総合支援法（正式に
は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律」といいます。）に基づくサービスがあります。
例えば、ホームヘルパーを自宅に派遣してもらって介護を
受けたり、短期入所や日中一時預かりのサービスを利用し
たり、他にもいろいろあります。
でも、そのためには、まず、市町村の障害福祉の窓口に
サービスの申請をして支給決定を受ける必要があります。
市町村は、お子さんの状態や家族の状況を考慮して活用可
能なサービスの内容や時間数を決定しますが、その前段と
して、市町村から「障害児支援利用計画案」の提出が求め
られます。

「障害児支援利用計画案」はご家族が自分で作ってもいい
のですが、「相談支援専門員」に依頼すれば、「相談支援専
門員」がお子さんやご家族の希望をお聞きしながら、関係
機関とも連携して、お子さんが地域で暮らすために必要な
サービスの利用計画案を作っていきます。
その他、市町村によって地域ごとに独自に提供している
サービスもあります。

Q3

A3
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障害者総合支援法に基づく福祉サービスを受けるために
は、身体障害者手帳や療育手帳を持っていないといけない
のですか？ 

身体障害者手帳や療育手帳を持っていなくても、市町村が
必要だと判断すれば、障害者総合支援法に基づく福祉サー
ビスを受けることはできます。
でも、手帳を持っていることで、別に受けられる財政支援
や優遇措置などもありますので、市町村の障害福祉の担当
窓口に問い合わせてみてください。

Q4

A4
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障害者総合支援法に基づく福祉サービスを利用しない場
合、相談支援専門員は相談に乗ってくれないのでしょう
か？ 

① 相談支援専門員は、基本的には、利用者が障害者総合支
援法に基づく福祉サービスを利用する際の計画を作成
したり、その計画を定期的に見直したりすることが主な
仕事です。もちろん、そのために必要な関係機関との調
整などもしっかりやります。障害者総合支援法に基づく
福祉サービスを利用しなくても、他の行政サービスなど
について相談したいことがあれば、まず市町村に聞いて
みるといいと思います。なお、相談支援にも種類があっ
て、それぞれの相談ごとによって対応する窓口も分かれ
ています。

　（例）１．様々な行政サービスについての一般相談
　　　　２．障害福祉全般についての基本相談

（福祉サービスの利用等に関する支援、障害や
病状の理解に関する支援、健康・医療に関す
る支援、家計・経済に関する支援、就労に関
する支援、権利擁護に関する支援など）

　　　　３． 障害者総合支援法に基づく福祉サービスを活
用するための計画相談

もし、窓口がわからない場合は、地域の保健師などに相
談し、どの窓口が自分の相談ごとに対応してくれるのか
を一緒に調べてもらうのもいいと思います。

② また、千葉県には中核地域生活支援センターというとこ
ろがあり、24時間365日体制で福祉に関するさまざま
な相談を受け付けています。何に困っているのかを相談
すると窓口を一緒に探してくれたり、緊急時には、夜間
や休日にも対応してくれます。

Q5

A5
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【中核地域生活支援センターの一覧表】（平成25年度）
名　　称 電　話 担当地区

な か ま ネ ッ ト 047-487-2941 習志野市、八千代市、鎌ケ谷市
が じ ゅ ま る 047-300-9500 市川市、浦安市
ほ っ と ね っ と 047-309-7677 松戸市、流山市、我孫子市
の だ ネ ッ ト 04-7127-5366 野田市
す け っ と 043-483-3718 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、

印西市、白井市、富里市、印旛郡
香 取 ネ ッ ト ワ ー ク 0478-50-2800 香取市、香取郡
海 匝 ネ ッ ト ワ ー ク 0479-60-2578 銚子市、旭市、匝瑳市
さんぶエリアネット 0475-53-5208 東金市、山武市、大網白里市、山武郡
長 生 ひ な た 0475-22-7859 茂原市、長生郡
夷 隅 ひ な た 0470-60-9123 勝浦市、いすみ市、夷隅郡
ひ だ ま り 0470-28-5667 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡
君 津 ふ く し ネ ッ ト 0439-27-1482 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
いちはら福祉ネット 0436-23-5300 市原市

※この表は平成25年度の名称・電話・担当地区です。
　平成26年度は変更になる可能性があります。
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親戚に冠婚葬祭があったり、家族が病気になったりして、
一時的に子どもの面倒を見られなくなった場合に、何か支
援を受けられないでしょうか？  

お子さんの状況や地域の事情によっても違うので、なかな
か一概には言えないのですが、障害者総合支援法に基づく
福祉サービスに、短期入所というものがあります。
福祉の事業所や医療機関で一定期間お子さんを預かって
ケアしてくれるサービスなのですが、詳しくは、市町村の
障害福祉の担当窓口に相談してみてください。

Q6

A6
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下の子どもの出産を控えて、心配なことがあります。
親戚や祖父母が遠方で、出産前後に医療的ケアを必要とす
る上の子どもを預かってくれる人が近くにいません。夫も
仕事があり、休むこともできず、どのようにしたらいいの
かわからなく困っています。 

出産を控えて、心配ですね。
医療的ケアのあるお子さんを家庭の事情等に合わせて一
定期間預かってくれるのが、障害者総合支援法に基づく短
期入所です。
利用を希望される場合、市町村の支給決定を受ける必要が
ありますので、まず市町村の障害福祉の担当窓口に相談し
てみてください。

（注！） 千葉県では、県ホームページに「千葉県つながろうマップ」
というコーナーを作り、短期入所事業所の連絡先などをお
知らせします。（掲載は平成26年４月以降の予定です。）

Q7

A7
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子どもが自宅で療養するに当たり、兄弟を預かってくれる
ところを見つけたいのですが、どのようにしたらいいのか
わからなく困っています。  

保育所の主な入所の要件は下記のとおりとなっています
が、医療的ケアのある子どもの療養は、「同居親族の介護」
の場合に当たります。
手続きはお住まいの市町村の保育担当課で行うことにな
りますが、市町村によって主治医の意見書（一日の保護者
の介護の状況等）の提出が求められる場合がありますの
で、予め確認されることをお勧めします。

【保育所の入所要件】
・保護者の居宅外就労
・保護者の居宅内労働（自営・内職など）
・産前産後
・保護者の傷病または心身障害
・同居親族の介護
など

Q8

A8
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経済的な負担感が強いのですが、何かの支援が活用できな
いでしょうか？
手当などの相談窓口はどこでしょうか？  

市町村の障害福祉の担当窓口などで、家庭の状況などを説
明して、経済的な援助を受けられるか相談してください。
これからお子さんが退院するという場合は、まず入院先の
医療連携室のソーシャルワーカーに聞いてみるのもいい
と思います。

Q9

A9
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自宅に子どもとずっといると、不安や悩みがどんどん募っ
てしまいます。
同じ立場の仲間を見つける方法や地域とのつながり方が
わからないのですが、どうすればいいでしょうか？ 

重度の肢体不自由と重度の知的障害を併せ持つお子さん
を守るために、「全国重症心身障害児（者）を守る会」と
いう団体では「いのちゆたかに」というパンフレットや、

「初めて重症児を持つ親へのガイドブック」（１冊180円）
などを用意しているそうで、その千葉県支部（千葉市美
浜区稲毛海岸２－３－１　さいわい内、TEL043－242－
1230）では、相談があれば出向いてお話を聞いてくれま
す。
他にも障害や難病のお子さんを持つご家族の団体はいろ
いろあって、地域にネットワークを持っていますので、各
種サービスの活用方法とか在宅療養についての知恵など
も教えてもらえると思います。県ホームページの「千葉県
つながろうマップ」のコーナーにも掲載しているので、参
考にしてください。

Q10

A10
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