
第５回小児在宅医療講習会 

 

リモート参加を含むハイブリッド開催 

 
１．開催日時：令和２年１２月６日（日）１３：３０～１７：２０ 

 ２．会  場：兵庫県医師会館 ２階大会議室 

 ３．対    象：医師 看護師 

 ４．定  員：６０名（参加費無料） COVID-19 対策のため参加人数を制限します 

        リモート参加 100 名程度可能 

 ５．テ ー マ：「成人在宅医にも小児を診てもらおう！」 

６．内  容 

COVID-19 禍の中、来神していただいての講演は難しい状況です。会場への参加者も人数制限が 

ありますので、会場参加とリモート参加のハイブリッド開催としたいと思います。今回、成人領 

域の医師が小児の在宅訪問医としてご活躍されている福井の「オレンジホームケアクリニック」 

の紅谷浩之先生に、リモートにて講演を頂戴いたします。本講習会を通して、兵庫県の実情を踏 

まえて、成人領域の先生方と小児科医師との意見交換の機会としたいと思います。  

 

プログラム 

司会：兵庫県医師会 常任理事 杉原 加壽子 

 

※本講習会は兵庫県の補助金「小児在宅医療人材育成基盤整備事業」を活用して開催 

※各種専門医制度および各種職種専門制度のための単位認定換算はありません 

時 間 内 容 
日医生涯教育 

CC 単位 

13:30～13:35 開会挨拶    兵庫県医師会 副会長 足立 光平   

13:35～13:45 

10分 
講 演① 

兵庫県下における医療的ケアを要するこどもたちの実情紹介 

 

医療福祉センターきずな 院長 常石 秀市 先生 

13:45～14:45 

60分 

講 演② 

リモート 

在宅医の目線で、地域で子どもを支える 

～福井の実践より～ 

 

オレンジホームケアクリニック 理事長 紅谷 浩之 先生  

8 1 

14:45～15:25 

40分 
講 演③ 

成人在宅医の小児在宅訪問への挑戦 

 

石塚ファミリークリニック 院長 石塚 俊二 先生 

80 0.5 

15:25～15:35 休 憩 

15:35～16:15 

40分 
講 演④ 

小児在宅訪問医療の特徴 

 

  はしもとキッズクリニック 院長 橋本 直樹 先生 

4 0.5 

16:15～17:15 

60分 
討  論 

  討論会 

       成人領域の先生方と小児科医師との意見交換 

17:15～17:20 閉会挨拶   兵庫県小児科医会 会長 藤田 位  



兵庫県小児在宅医療委員会 

医療福祉センターきずな 

常石秀市 

2020.12. 6 第５回小児在宅医療講習会 

兵庫県下における 

医療的ケアを要するこどもたちの実情紹介 



重症心身障害状態 

脳性麻痺 

知的障害 

てんかん 

心理・行動障害 

変形・拘縮・側彎 

摂食障害 

筋緊張亢進 反り返り 

皮膚トラブル 

便秘・イレウス 

QOLの基本は安楽な「呼吸」と十分な「栄養」 



気切カニューレ 人工呼吸器 

胃瘻 

いろう 

経鼻胃チューブ 



  医療行為 
（医行為） 

医療的 
生活援助 

行為 

生活 
援助行為 

経管栄養 
吸引  導尿 など 

絶対的 
医行為 

相対的 
医行為 

「医療的ケア」 

平成24年4月 介護福祉士等＊ への吸引・経管栄養ケア実施の解禁 
 

＊ 特別支援学校教員 も含まれる 

爪切り・散髪・入浴介助 点滴・手術 

従来は教員が「違法性の阻却」のもと実施 



平成24年4月から 

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正 

介護福祉士 及び 一定の研修を受けた介護職員等* において 

医療や看護との連携による安全確保が図られることを前提に 

『たんの吸引等』の行為を実施できる 

○ たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部） 

○ 経管栄養（胃瘻 または 腸瘻、経鼻経管栄養） 

* 介護職員等： ホームヘルパー等の介護職員  

        特別支援学校教員 



喀痰吸引等の制度概要 

都道府県に登録された 登録特定行為事業者 に所属する 

一定の研修 を 登録研修機関 にて修了した  

認定特定行為業務従事者 が 

医師の指示書のもと 

医療機関と連携し 

喀痰吸引等の行為を行う 
 

 特別支援／養護学校  

特別支援／養護学校 一般教諭 



介護職員等への研修種別 

種 別 対 象 
喀痰吸引 経管栄養 

口腔内 鼻腔内 気管カニューレ内 胃瘻・腸瘻 経鼻経管栄養 

１号研修 
不特定 

多数の者 

○ 

２号研修 ○ ○ ○ ○ ○ 

３号研修 特定の者 特定の者が必要とする行為 

１号研修：すべての喀痰吸引等の行為が可能 

２号研修：各行為のうち任意の行為についての実地研修を修了した 

     場合、個別に認定特定行為業務従事者認定証の交付あり 

３号研修：重症児など特定の利用者への実施を前提としている  



鼻腔内 

口腔内 

気管カニューレ内 

経鼻胃管 

 
 ●吸引処置 
 
  口腔内 
  鼻腔内 
  気管カニューレ内 
 
 
 
 ●経管栄養 
 
  経鼻胃管 
  胃ろう 
  腸ろう 

胃ろう 

腸ろう 

医療的ケアの処置内容 



学校種類別に在籍する医療的ケア児等の推移 

人 

総数の増加とともに、一般校に在籍する医療的ケア児が増加 



日本国内 公立学校園における医療的ケア実施状況 

人 

人
数 

高等部 
  2113人 

小学部 
  4197人 

中学部 
  2038人 

幼稚部 
    44人 

222人 

972人 
191人 

訪問学級 
  2153人 
 (25%) 

R1年11月1日現在 

自宅通学 
  6239人 

8,392人 

68人 

1,453人(12%) 



兵庫県内 公立学校園における医療的ケア実施状況 

人 

人
数 

高等部 
  141人 

小学部 
  190人 

中学部 
  110人 

幼稚部 
    5人 11人 

50人 
12人 

訪問学級 
  116人 
 (26%) 

R1年11月1日現在 

自宅通学 
  330人 

446人 

2人 

75人が一般
園・小中学校 

75人(17%) 



19年度 22年度 25年度 28年度 R1年度 
対19年 
増加比率 

経鼻チューブ 2,273 2,219 2,376 1,808 1,598 0.7倍 

胃ろう 1,340 2,310 3,672 4,063 4,885 3.7倍 

腸ろう 87 98 137 137 139 1.6倍 

中心静脈栄養 31 49 105  66 119 3.8倍 

口鼻吸引 3,870 4,881 6,499 6,454 9,914 2.6倍 

気切部吸引 1,366 1,878 2,844 1,177 3,412 2.5倍 

酸素療法 762 1,030 1,447 1,554 1,858 2.4倍 

人工呼吸器 523 763 1,270 1,333 1,591 3.0倍 

導尿 334 434 599 631 1,074 3.2倍 

学校での主要な医療的ケア実数（全国） 

12年間で3.7倍 

12年間で3.0倍 



兵庫県内 公立学校園における医療的ケア実施状況 

人 

平成30年5月1日現在 

人数 

88 11 

61 

248 

319 

200 

132 

157 

30 

117 

6 

1 

20 

11 

14 

7 

10 

2 

11人が一般
小中学校 



兵庫県在住の気管切開下の在宅人工呼吸指導管理料算定ケース 

全 188例 

６歳以下 ７歳〜18歳 19歳以上 

73例 
 38.8% 

80例 
 42.6% 

35例 
 18.6% 

年齢 

24時間常時 
夜間 
睡眠時 

適宜 

138例 
 73.4% 

29例 
  15.4% 

21例 
 11.2% 

呼吸器 
装着 
様式 

（31年1月1日現在） 



兵庫県在住の気管切開下の在宅人工呼吸指導管理料算定ケース 

全 188例 

中核小児施設 
 ５施設 地域小児施設 

重心施設 

訪問医 

阪大 

125例 
 66.5% 

21例 
 11.2% 

28例 
 14.9% 

13例 
 6.9% 

1例 0.5% 

管理施設別 

（31年1月1日現在） 



兵庫県在住の気管切開下の在宅人工呼吸指導管理料算定ケース 

全 188例 病院施設別・年齢別解析 

全年齢 

6歳以下 

19歳以上 

7歳〜 
 18歳 

中核小児施設 66.5% 

中核小児施設 91.8% 

中核小児施設 66.0% 

中核 
小児施設 

地域 
小児施設 

地域 
小児施設 

地域 
小児施設 

重心施設 

重心 
施設 

重心施設 57.2% 

訪問医 

他府県 

訪問医 

他府県 

訪問医 

188例 

 73例 

 80例 

 35例 

地域 
小児施設 

（31年1月1日現在） 

約70%のケースが急変時に紹介必要 
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神戸市 50名 

兵庫県内在住のIPPV管理ケース分布 （31年1月1日現在） 

全 188例 
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県立こども病院 

神戸市25名 

県立こども病院 在宅 IPPV 管理ケース分布 

〜6歳 

7〜18歳 

19歳〜 
全35例 

（31年1月1日現在） 



在宅医療的ケア児を訪問医に繋ぐ 

兵庫県内において、医療的ケアを要する児童生徒 
 特別支援学校に 446人、一般校に 75人が通っている 

医療的ケアを要する学齢児は、その３分の２が遠方である 
中核施設へ通院受診している 

遠方の小児中核施設への受診負担（準備、手段、距離…） 
キャリーオーバー問題（いずれは卒業させられる） 
    ↓  

 地域を知る安心できる 在宅訪問医へバトンタッチ 
  ・訪問看護の併用、急変時の保証、主治医の協力 
  ・主治医が地域での生活を把握することの困難さ 

  ・地域での教育、福祉に精通 生活全体を診る医療 



在宅医の目線で､地域で子どもを支える 
～福井の実践より～

Orange

紅谷 浩之
BENIYAHIROYUKI

2020.12.6.

兵庫県小児在宅医療講習会



福井県福井市(人口26万、高齢化率28%) 
24時間365日の在宅医療を 
　　　　提供する｢在宅療養支援診療所｣ 
2011年2月開設、10年目 

在宅患者数　約350名 
特養患者数　約220名 
年間看取り　約140件 
小児患者数　約40名



医療的ケア児・者　日中活動拠点 
2012年ー 
登録者数30人 
通所支援だけでなく 
自宅訪問、施設訪問型の支援も



■新生児死亡率の推移

前田浩利先生スライドより



■増加する医療的ケア児



在宅医療とは

患者宅で行われる医療 

外来､入院に次ぐ第３の医療 

定期的に｢普段｣の状態を診る 
普段を知ることで緊急対応を可能にしている 

病院で行われている医療が 
そのまま生活にやってきたら生活しにくい？ 

生活をベースに｢医療｣を柔軟に使う 
→生活を楽しむためのツール 
楽しみを増やすアプローチ



地域
生活 人

不便さ

繋がり不足

病院医療の 
出前

在宅で病気を診る,看る 
(対象は患者/病人)

生活の中での医療･看護
生活の中の不便さ 
(生きづらさ)をみる 
(対象は生活者)

地域,未来 まで視野に入れたケア
病気があっても地域で 
過ごせるようケア 

(対象は地域に住まう人)
エンパワメント

不便さケア

病気 
マネジメント

病気

医療モデルから生活モデルへ. そして地域モデルへ



病院から帰られない病状の方も家に帰られるように（家でも医療が受けられる） 
↓ 
「家」は療養の場所になるが、医療施設ではなく「生活の場」（生活を邪魔しない医療） 
生活の中で楽しみや幸せを感じながら“生きる” 

家から【地域】へ、社会へ　“つながり”を得られ続ける時間を支える（医療が生活、人生を支える） 
子どもには【友だち】【遊び】が必要

医療モデルから生活モデルへ. そして地域モデルへ



医療のパラダイムシフト（治療行為から生活手段へ）
メガネ

医師･看護師•薬剤師、医療職も

人工呼吸器

医療モデルから生活モデルへ. そして地域モデルへ



良いとこつなぎ

悪いとこつぶし

医療モデルから生活モデルへ. そして地域モデルへ



【病状】 
医療依存度が高い 
　→複数の医療デバイスを使用していることが多く 
　　　　　　　　　　　　　　　呼吸管理は気道の閉塞への対応が多い(気管切開など) 
　　24時間介助者が必要で独居では生存不可能.しかも多くの場合, 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24時間常に見守りやモニタリングが必要 
成長に従って病態が変化していく 
病名が同じでも子どもによって病状･体調･予後など大きく異なる 
少し古い教科書や文献では情報が異なる場合がある 
小児科医の治療方針や使用する機器が病院や地域によって異なる 
　→まずは会って、主治医から情報提供してもらうのが良い 
病状の変化に勢いがある 
　→高齢者と比べると症状の悪化や改善にスピード感があるので注意 

【関わり・制度・連携】 
本人とのコミュニケーションが困難なことが多く,異常であることの判断が難しい 
介護保険が使えない 
　→代わりに児童福祉法･障害者総合支援法の制度を利用する 
　　制度は複雑　ケアマネにあたる相談支援専門員との連携が必要 
保育や教育との連携 
　→成人の在宅医療では連携することのない分野との連携が必要 
　→成長(体験を増やす,できることを増やす)のための支援が必要 

【その他】 
かわいすぎる 
　→相談を受け一度会いに行くと、関わらずにはいられなくなる

成人との違い､気をつけていること



私の場合… 
最初のお母さんへの説明 
×小児科専門医のように細かい治療方針は決められません 
×お母さんのように熟達した目で病院受診のタイミングは決められません 
○受診をどうしようか悩むようなときの一緒に悩む仲間になれます 
○病院主治医と電話でやりとりして、応急処方ができます 
○緊急受診時に紹介状をつくるので、救急受診がスムーズになります 
○訪問看護などのサービスとの連携が得意です 
○予防接種が自宅で受けられます 

診療開始後 
　病院主治医の外来受診時に可能な限り同行し 
　自宅での様子や治療方針について 
　まるで身内の医療関係者のように 
　主治医や看護師に質問をすることで 
　その子のことや小児科医の考えを 
　理解するようにした

成人の在宅医が小児在宅医療に関わる(例)



“つながり”に注目する

在宅医療では主人公は“生活”であり医療ではない。 

生活･人生の中で大切なものはなにか？ 
子ども・家庭によって大きく異なる 
→自宅訪問により視野が拡がる、とことん話を繰り返す

在宅医(訪問看護師)の視点



家族のライフサイクルも理解しケアする 
（ファミリーライフサイクル） 
母のメンタルヘルス 
祖父母の体調相談、管理（時に主治医としても）

“つながり”に注目する
在宅医(訪問看護師)の視点



ICFに時間軸の目線を加えて 
社会参加をふまえた上で将来の変化を予想する 

繰り返される意思決定支援 
（決めることが目的でなく悩み続けることを共有する意思決定支援）

“つながり”に注目する
在宅医(訪問看護師)の視点



医療的な健康だけでなく社会的な健康度に注目 

医療に管理される存在から地域に必要とされる存在へ

“つながり”に注目する
在宅医(訪問看護師)の視点



多施設･多職種連携

在宅医療に関わる多施設多職種 
(高齢者)

＋教育、保育、保健師、療育･･･

在宅医(訪問看護師)の視点



地域包括ケアシステム

厚生労働省資料

在宅医(訪問看護師)の視点



病気は病院 
要介護は介護施設 
障害者は障害者施設

地域包括ケアシステム時代の障害児福祉

高齢化社会への対応策のように言われる“地域包括ケア”であるが、 
病気の付き合い方として医療モデル(病気は隔離して治しきる)から 
生活モデル(病気と付き合いながら幸せに暮らしていく)への 
変化が求められており、結果的には地域に暮らす全ての人･企業が 
含まれるシステムである。まさに「まちづくり」といえる。 
障害を持っていても子どもたちがHappy!に暮らしていける地域を 
創ることは､高齢者や認知症にも対応できるまちづくりである｡

まきこむ範囲の変化(ごちゃまぜの進化)
福祉の融合 
高齢者+障害児 
認知症+保育園 
母子家庭+高齢世帯

生活者全て 
健常者･障害者 
子ども･大人 
お店･お客さん 
旅行者

医療/障害モデル 機能モデル 生活モデル



障害による“不足分”を補うケアや 
二次障害での低下分を埋めるサポート 

では不十分＝いつまでも自立･自律は不可能

加齢や疾病による 
ADLの低下分を 
埋めるサポート 
＝主に介護

自立(健常)

高齢者のケア

人生で自立していた時期があり 
本人の自立イメージを支える 
＝介護(介護保険) 
＋必要に応じて在宅医療

ADL

年齢

障害者のケア

自立したことない
ADL

生活全体の中で“自立”をまず保証することが必要 
不足分を探すケアではなく 

自立・自律に向かう力を見つける関係 
機能・活動よりも参加・体験を重視

社会的なつながりが希薄になれば、障害のない人でも健康を害していく。 
障害を持っている人に対して求められている支援は、機能訓練をすることではなく、障害を持っているが故に希薄になっ
てしまった社会的つながりをつくり直し、社会参加を促していくことである。　小松裕和(佐久医療センター地域ケア科)

≒誰にでも必要な関わり



｢医療｣に支配されず 
生活と成長を楽しむべき 
子どもたちには 
｢生活医療｣が必要です！

小児在宅医療のニーズから､キッズケアへ





多機能型障害児者施設（主として重症心身障害児者･医療的ケア児） 
★児童発達支援 
★放課後等デイサービス 
★生活介護 
★保育所等訪問支援 
★訪問型児童発達支援（自宅へ、病院へ、施設へ） 
★相談支援 
★日中一時支援

■施設概要



2017.1.3.福井新聞

社会参加から活動,機能の向上へ. それを支える想いと覚悟



体験 
人とのつながり 
イベント参加に伴う 
主観的体験 

（嬉しい、悲しい、
楽しい、など)

ICF



働くママ率:70%以上

■社会に繋がるお母さんたち

↑看護学校入学式 
重心児の娘と2人暮らしのママ、 
　　　　　　　2017年4月看護学校入学

子育てと仕事の両立↑ 
双子の重心児を育てながらヘルパーの資格を取得

支える,支えられるの関係を超えて







「いろんな道具を使ったり、人に手伝ってもらったりすることで、人生はとてもゆたかになります。
これから、たくさんの人たちと、それぞれとくいなところ、にがてなところ重ねあわせて、いろん
なことにチャレンジしていってください」





■子どもたちが地域を変えていく



■子どもたちが 
　親を変えていく

■子どもたちが 
　医学の常識や　 
　仕組みを変えていく





 



「医療的ケア児の旅行ガイドライン」を作成し、 
家族で、いつでも、どこでも、旅行できる社会へ！

2019.3.16-17, 7.

株式会社こみんぐる 
(石川)

オレンジ 
(福井)

社会福祉法人くるみ 
(富山)





アーラ浜の夕陽

久米島キッズケアラボ 2019
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•医療は便利な道具、うまく使われよう 
•悪いとこつぶしから良いとこつなぎへ 
•答えを示す専門家から一緒に迷う専門家へ 
•ケアする,ケアされるの関係から お互いに
エンパワメントする関係へ 
•“地域”という生活・人生の場で、“友だち”
と“遊び”を子どもたちに返していく、大人
の役割 
•地域にいる医療者として生活に関わる楽し
さと醍醐味



成人在宅医の小児在宅訪問への

挑戦

石塚ファミリークリニック

石塚俊二

利益相反 無



近年、小児在宅医療対象者はNICUやPICU

を退院した医療依存度の高い患者が増加し

ている。成人在宅医にとって、小児在宅医療

は、その違いや特殊性から取り組みにくいの

が現状である。当院では、少数の小児在宅

患者を受け入れている経験をもとにその問題

点や課題を挙げて報告する。

はじめに



１９９０年 卒後、一般内科医の研修

１９９２年 腎臓、リウマチ・膠原病を専門とする

総合内科医、腎臓専門医、リウマチ専門医

１９９７年 基礎研究で米国留学（UCSD,Scripps)

２００１年 腎臓、リウマチ・膠原病の内科臨床医

２００５年 自院（石塚ファミリークリニック）を開く

内科医としての経験

すべて内科医



１９９２～１９９７年 （５年間）

大学勤務中に重度心身障害施設でアルバイト

＜埼玉県福祉医療センター 太陽の園＞

重症心身障害者 ７０名、ショートステイ、通所

介護、特別支援学校訪問教育

小児患者を初めて診る

実際の臨床（視診、触診、内服、点滴）



なぜ小児在宅医療の依頼を？

FAMILY PHYSICIAN（家庭医）として

成人だけでなく地域に必要な在宅医

療を提供する！

・ 小児在宅は小児科医がやったほうがいい

・ 成人在宅の経験は役立つだろうか

・ おかあさんに認めてもらえるか

・ スタッフは理解してくれるか



第一症例 （2006年）

年齢：２歳 男児

疾患名：ライ様症候群、中枢性尿崩症

汎下垂体機能低下症

身体学的所見： 意識レベル Ⅲー③

人工呼吸器装着（気管切開）

EDチューブでの栄養

バゾプレシンの点鼻：尿量調整



初めて出会って

〇 こんなに重症なの：呼吸器、経管栄養

〇 まるで ICU管理の膠原病患者のようだ

〇 どこから、何を診ればよいのか

〇 すぐに再入院するのでは

断ればよかった

往診時、母親とニコニコ面談にて



成人在宅医の弱点

（１） 家族とのかかわりかた（特に母親）

（２） 重症児の病態や合併症の把握が難しい

（３） 治療面：在宅での小児の治療は？

・ 医療ケアの手技

・ 水分・栄養管理

・ 薬剤投与内容、量、投与方法、予防接種



確認事項（１）：小児在宅開始時

私の場合 → 家族へ説明

・小児科医のように細かい治療方針は立て
れないし、経験もありません

〇 困ったときはいつでも一緒に考えます

〇 病院主治医と話し応急処方ができます

〇 訪問看護などと連携しチーム診療します

〇 予防接種は自宅で受けれます



確認事項（１）

ー 病態と在宅管理を成人疾患でイメージする ー

疾患名・合併症 経験有無 成人での参考疾患

ライ様症候群 なし 脳炎感染症：ヘルペス脳炎

中枢性尿崩症 あり 腎性尿崩症：腎臓内科

汎下垂体機能低下症 なし 内分泌疾患：アジソン病、シーハン症候群

全身管理 経験有無 成人での経験例

呼吸器管理 あり 使用されている機器の扱い方

気管チューブ交換 あり サイズ、カフを確認

胃瘻 あり バルーン型にて在宅交換

栄養 なし 小児栄養剤の内容、量が問題

バゾプレシン
経鼻投与

あり 尿崩症の治療

症例１ (2006年)



確認事項（２）

ー 病態と在宅管理 ー

疾患名・合併症 経験有無 成人での参考疾患

キアリ奇形Ⅱ型 なし 全く予後が予想できない

二分脊椎 なし 脊椎空洞症や変性疾患

脊髄髄膜瘤 なし 脊椎疾患

胃食道逆流症 あり 難治性逆流性食道炎の様

全身管理 経験有無 成人での経験例

呼吸器管理 あり 使用されている機器の扱い方

気管チューブ交換 あり サイズ、カフを確認

胃瘻 あり バルーン型にて在宅交換

栄養 なし 小児栄養剤の内容、量が問題

自己導尿 あり 腎臓内科医として知識利用

症例２ (2006年)



当院の在宅患者
２０１７～２０２０年 （３年間）

成人在宅患者

１４２名

小児在宅患者

２０名

小児患者割合 １２．３％



当院における小児在宅患者
２０１７～２０２０年 （３年間）

１８トリソミー

脳腫瘍

脳性麻痺

ダウン症

レット症候群

ファイファー症候群

疾患名

３

３

４

２

２

１

在宅患者数 合計 ２０名

ライ様症候群

キアリ奇形Ⅱ型

ユーイング肉腫

先天性気管軟化症

蘇生後脳症

１

１

１

１

１



小児在宅患者の合併症 （１）
症
例

疾患名
年
齢

合併症

① 18トリソミー ３ 両大血管右室起始 小脳低形成 横隔膜ヘルニア

② 18トリソミー １ 食道閉鎖・肛門狭窄 横隔膜ヘルニア 呼吸不全

③ 18トリソミー ７ 脳性麻痺 月経困難症

④ 脳腫瘍 ６ 脳幹部神経膠腫

⑤ 脳腫瘍 ８ 胚細胞腫

⑥ 脳腫瘍 １０ 膠芽腫

⑦ 脳性麻痺 ４ 両鼓膜チューブ留置

⑧ 脳性麻痺 ９ 全前脳胞症 呼吸不全

⑨ 脳性麻痺 ９ 症候性てんかん

⑩ ダウン症 ５ 気管軟化症 心室中隔欠損症

⑪ ダウン症 ２ ヒルシュスプルング症 動脈管開存



小児在宅患者の合併症 （２）
症
例

疾患名
年
齢

合併症

⑫ レット症候群 ４ 症候性てんかん 無呼吸症候群

⑬ レット症候群 ５ 症候性てんかん

⑭
ファイファー
症候群

２ 気管軟化症 呼吸不全

⑮ ライ様症候群 ２ 汎下垂体性機能低下症 中枢性尿崩症

⑯ キアリ奇形Ⅱ型 ５ 二分脊椎 両下肢麻痺 膀胱障害

⑰ ユーイング肉腫 ５ 多発性骨転移 肺転移

⑱
先天性
気管軟化症

１ 胃食道逆流症 呼吸不全

⑲ 蘇生後脳症 ５ 汎下垂体性機能低下症

⑳ 脳性麻痺 ５ 症候性てんかん



小児在宅患者の医療的ケア（１）

呼吸器
在宅
酸素

胃瘻 経鼻 その他ケア

① 18トリソミー 〇 〇

② 18トリソミー 〇 〇

③ 18トリソミー 〇 〇

④ 脳腫瘍 放射線治療

⑤ 脳腫瘍 放射線治療

⑥ 脳腫瘍 化学療法

⑦ 脳性麻痺 〇 〇
両鼓膜チューブ
留置

⑧ 脳性麻痺 〇 〇

⑨ 脳性麻痺 〇 〇

⑩ ダウン症 〇

⑪ ダウン症 〇 〇



小児在宅患者の医療的ケア（２）
呼吸器 HOT 胃瘻 経鼻 その他ケア

⑫ レット症候群 CPAP 〇
喉頭気管分離術後
人工肛門

⑬ レット症候群 〇 〇

⑭
ファイファー
症候群

〇 〇

⑮ ライ様症候群 〇 〇

⑯ キアリ奇形Ⅱ型 〇 〇 自己導尿

⑰
ユーイング
肉腫

PCAポンプ

⑱
先天性
気管軟化症

〇 〇

⑲ 蘇生後脳症 〇 〇 尿カテーテル

⑳ 脳性麻痺 〇 〇



当院の成人と小児在宅患者
医療ケア割合

呼吸器 or 在宅酸素

胃瘻 or 経鼻

尿カテーテル/自己導尿

人工肛門

成人（142名）

80% (100%)

75% (95%)

10%

5%

小児（20名）

(  ) 腫瘍疾患除く

29%

10%

4.9%

3.0%

２０１７-２０２０年



当院の成人と小児在宅患者背景

在宅患者数（人）

開始年齢（歳）

平均診療期間（ヵ月）

最長診察期間（ヵ月）

緊急往診（回/月）

緊急入院（回/年/人）

成人

１４２

８０．２

８．５

６０．４

６．１

０．５

小児

２０

４．９

３６．４（５５．０）

１６８

１．１

１．６

２０１７-２０２０年



当院の小児在宅患者の特徴

（１） 小児在宅患者割合は、１２．３％

（２） 受け持つと長期期間の主治医となる

（３） 医療ケアの依存度が高いが、緊急往診の

頻度は成人と変わらない

（４） 緊急往診時に入院となる場合が多い



当院の成人と小児在宅医療の違い

成人 小児

疾患名 癌終末期、血管障害 先天性障害、救命/後遺症/重症児

在宅期間 比較的短い 長期間

医療ケア 色々 依存度高い

病状変化 比較的緩徐 スピード感あり

入退院 少ない 多い

専門医療機関 中止が多い 継続

家族との関係 キーパーソンが主 家族全員

多種連携
比較的少ない
訪問看護、訪問薬剤師

多い
福祉、教育、療育、保育など

在宅スタイル 生活＞時間 生活＝時間



小児在宅医療の特徴（１）

地域 病院
療育施設
ショート・通園

医師 在宅医 外来・病棟医師 担当医師

歯科医師 訪問歯科 病院歯科医師

薬剤師 地域薬剤師 病院薬剤師

看護師 訪問看護師
外来・病棟看護
師

看護師

リハビリ 訪問リハビリ 通院リハビリ
施設セラピスト・
リハビリ

ヘルパー（福祉） 訪問ヘルパー

ケースワーカー
相談支援専門職

相談支援専門員 ケースワーカー

教育者 特別支援学校

行政 障害福祉課・保健師



小児在宅医療の特徴（２）

出生 未来

社会

個人

成人在宅医が知るべき

イメージ

暮らしに

つながる

②

地域に

つながる

③

未来に

つながる

④

家族に

つながる

①

成人在宅



成人在宅医の目線 ①家族

（１） 家族のライフスタイルを理解する

・ 在宅医療の対象は子どもと家族ー

（２） 家族の役割を多面的にとらえる

・ 介護の提供者やその役割分担

・ 病状に対応する判断

（３） 母親へのメンタルヘルス

・ きょうだいの受験、進学、祖父母の体調など



成人在宅医の目線 ②暮らし

（１） 小児在宅は生活が主人公であり、医療が

最優先ではない

（２） 自宅往診によって、その家族の生活、人生

の中での大切なものを知り、支える

（３） 暮らしのなかでの往診：その自由度が多い



成人在宅医の目線 ③地域

（１） 社会的な健康度が重要

（２） 地域に必要とされる存在へ

・ 支援学校と普通学校の両立など

（３） つながりをもち、変化を受け入れる

・ 安定がベストではない



成人在宅医の目線 ④未来

（１） ケアに必要な時間軸

・ １日～１週間～１ヵ月～成人～老後

・ ０－１６歳で問題を解決するのではない

（２） 将来の変化を予想：家族構成、家族意志

・ 家族の転勤・転居、きょうだいの進学

（３） 繰り返される意思決定支援

・ 悩み続けることを共有する



小児在宅医療の特徴（３）

社会生活

健康の維持

生命の安全

成人在宅

小児在宅

在宅医

成長し変化する

遊び、出会い、外出、

学び



急増する在宅で医療ケアの子ども

在宅の超重症児・準超重症児 20歳未満

6,000～7,000人(2018年度)

NICU

重症仮死

染色体異常など

重度先天性障害

先端医療での救命児

救急医療後の

後遺症児

進行性疾患

脳性麻痺の

重症化

小児科病棟 加齢による重症化



成人在宅医が知っておくこと

ー小児在宅医療を実践する上でー

（１） 心理的アプローチ

（２） 医学的アプローチ

（３） 社会的アプローチ



心理的アプローチ

１．成人在宅医のデメリットを伝える → 一緒に考える

２．母親とのコミュニケーションが最重要

・ LINE、ショートメール、オンライン診療 → 返信は素早く

３．在宅医療対象者は、患児と家族とする

・ 患児が救急搬送→ 訪看連絡、きょうだいはどうするか

・ 祖父母の受診→ ヘルパーの手配

・ 予防接種、きょうだいの感冒など → 診察、処方

４．家族に頼られる親戚の叔父母さんとして振る舞う



医学的アプローチ （１）

１．依頼初回の病院診療情報を何度も読み直す

・ 成人在宅医にとってはバイブル

２．成人在宅医でできる手技はすべておこなう：

・ 気管チューブ、胃瘻交換、尿カテーテル

・ 予備は必ず置いておく

・ サイズアップの時期は病院主治医に相談

３．医療機器の取り扱いは熟知しておく

・ 呼吸器、カフアシスト、PCAポンプ等

４．内服は臨時のみ、定期は病院→ 役割分担



医学的アプローチ （２）

５．発熱など急な病態変化は入院になることが多い

・ 特に酸素飽和度の急速低下は、ほぼ入院確実

・ 在宅医の診察を待たないほうが良い場合も

６．栄養、水分管理は難しい→ 病院主治医に相談

７．学校就学時、デイサービスでも体調不良時に連

絡してもらう

８．予防接種を意識して、小児科医と相談する

９．往診日はできるだけ日曜日にする：父親在宅

１０．定期的な病院受診時は、こまめに情報伝達



社会的アプローチ

１．就学、ショート、通園のために学校、施設との話

し合いに積極的に介入する

２．家族内での葛藤（転居、転職、離婚、きょうだい

間の問題）など患児に関わることとしての意見を

交換する

３．母親同士のネットワークを大切にする

・ デイサービス、支援学校など

４．虐待など育児不安、困難さを知る



小児在宅医療の感想

１．家族を知ることがこんなに重要なのか

２．医療ケアの手技はなんとかできるな

３．栄養、水分管理はいつも難しいな

４．わからないことは、正直に聞こう

５．多くの人を巻き込んで関わらせよう

６．かわいすぎる。一度会うとまた行きたいな



成人在宅医の心構え

１．家の中に入るということを自覚する

２．病院と役割分担を行う （成人在宅より鮮明）

３．緊急時ネットワークを成人より拡大しておく

４．成人の多職種連携を利用する

５．子どもと家族に同程度で寄り添う



まとめ

成人在宅医にとって、小児在宅医療はその特殊性か

ら敷居の高い分野と思っている。しかし、小児在宅医

療にかかわる重要性を理解し、すでに実践している

地域の成人在宅医療の現状を工夫することによって

僅かではあるが、受け入れられる小児在宅患者がい

ることを成人在宅医は考えていかなければならない



最後に

在宅医療は、外来、入院に次ぐ第３の医療といわれ

ている。生活をベースに医療を柔軟に使い生活を楽

しむことに、成人も小児もない。在宅医療を大きく捉

え、成人在宅医も小児を受けとめられるくらいの

在宅医療の専門性を深める必要がある。



ご清聴ありがとうございました



「小児在宅訪問医療の特徴」 

はしもとキッズクリニック 

橋本直樹 

 

わが国は、医療技術の進歩により、世界でも有数の病気で亡くなる子どもが少ない国

となった。一方で、人工呼吸器などの医療機器と医療ケアに依存して生きる子どもが増

加している。全ての子ども、どんな重い障害や病気を持った子どもも、一人の人として

大切にされ、それぞれが持ってうまれた命の可能性をできるだけ発揮して生きることが

できる社会が必要である。しかし、現時点では医療技術の進歩に社会制度が対応できて

いないのが現状である。子どもの在宅医療を行うにあたり、成人と同様に地域基盤の多

職種連携による包括的ケアを行い、Patient & Family-Centered Careの実現が課題であ

る。そのためには、在宅医が担うべき役割は大きい。 

 2000年に介護保険制度が始まり、高齢者の在宅医療の仕組みは次第に整ってきてお

り、全国のほぼどこでも在宅訪問医療を受けられるようになってきている。しかし、小

児に関しては、在宅医が不足しており、地域によっては在宅訪問医療を受けられないと

ころもある。理由としては、主体となるべき小児科医が一般診療と訪問診療を両立（在

宅医療だけでの診療所経営は困難）するには多忙である、24時間対応に抵抗がある、在

宅医療やデバイスに慣れていないなどさまざまである。小児在宅患者は、在宅医がいな

いと、月に 1回の管理料算定のためや些細な体調不良での病院受診が必要となり、子ど

も、保護者、病院にとって負担となる。小児に関わる在宅医を増やす近道として、在宅

医療の主体が生活であることを考慮すると、地域包括ケアシステムを実践し連携力のあ

る成人在宅医のお力をお借りすることが望ましい。そのためには、小児在宅医療と成人

在宅医療の違いや小児の特性を小児科医が丁寧に説明をし、小児科特有の部分を十分に

サポートすることで成人在宅医の小児在宅医療への参入のハードルをさげていく必要が

ある。 

 本日の講習会を通して、成人在宅医の先生が小児在宅医療に関心を持っていただけれ

ば幸いです。 
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