
記入者 数
性 別 男性 47

女性 61
回答なし 2

合 計 110

年代 数
年 代 1. 20歳未満 0

2. 20代 29
3. 30代 36
4. 40代 26
5. 50代 14
6. 60歳以上 3
回答なし 2

合 計 110

勤務地 数
勤務地 道内 50

道外 52
回答なし 8

合 計 110

0%

55%
2%

100%

全体に対する割合

医療的ケア等に関する調査票（介護従事者） 集計表

■問１ あなたの「性別」、「年代」、「勤務地」、「職業等」、「資格」、「経験年数（介助）」を教えてください。

全体に対する割合

43%

26%
32%
24%
13%
3%
2%

100%

全体に対する割合

45%

48%
7%

100%

（うち札幌市40人．全体比36％）

回答者性別

女性, 61,
55%

男性, 47,
43%

回答なし,
2, 2%

回答者年代

回答なし,
2人, 2%60歳以上,

3人, 3%

50代,14
人, 13%

40代,26
人, 24%

30代,36
人, 32%

20歳未満,
0人, 0%

20代,29
人, 26%

回答者勤務地

回答なし,
8人, 7%

道外,
52人, 48%

道内,
50人, 45%
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項目 数
職種等 居宅 65

施設 30
その他 9
回答なし 6

合 計 110

資格 介護福祉士 40
ﾍﾙﾊﾟｰ1級 7
ﾍﾙﾊﾟｰ2級 50
ﾍﾙﾊﾟｰ3級 0
社会福祉士 5
看護師・准看 3
その他 24
回答なし 33

数
経験年 14

22
14
26
31
3

110

項目

資格は、いくつか重複して取得している人もいる。（※クロス集計は行っていない）
看護資格者は、３名（うち１名が介護福祉士の資格も持っている）

全体に対する割合

60%
27%

3年以上5年未満
5年以上10年未満
10年以上

8%
5%

100%

1年未満

全体に対する割合

回答なし

合 計

13%
20%
13%
24%
27%
3%

100%

1年以上3年未満

回答者職種

施設, 30
人, 27%

その他,
9人, 8%

回答なし,
6人, 5%

居宅, 65
人, 60%
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数
はい 64
いいえ 44
回答なし 2

110

数 順位
17 6
24 4
29 1
4 12
9 8

25 3
29 1
15 7
28 2
9 8
4 12

15 7
5 11
5 11
7 10
2 13
5 11

20 5
6 9

数 順位
29 1
29 1
28 2
25 3
24 4
20 5
17 6
15 7
15 7
9 8
9 8
6 9
7 10
5 11
5 11
5 11
4 12
4 12
2 13

■問２ 障害者本人または家族等から医療的ケアを依頼・相談されたことはありますか。

全体に対する割合

58%
40%
2%

100%

■問２-１ はい → その医療的ケアの内容を教えてください。（複数回答可）

導尿
摘便
褥瘡処置

項 目

血糖値測定
経管栄養 ア．経鼻腔経管栄養
経管栄養 イ．胃ろう
痰の吸引 ア．鼻腔、口腔内
痰の吸引 イ．咽頭より奥または気管内
痰の吸引 ウ．気管切開
在宅酸素療法 ア．終日
在宅酸素療法 イ．夜間
気管切開による人工呼吸器補助 ア．終日
気管切開による人工呼吸器補助 イ．夜間
鼻マスクによる人工呼吸器補助 ア．終日
鼻マスクによる人工呼吸器補助 イ．夜間
インシュリン投与 ア．腹膜
インシュリン投与 イ．注射
浣腸
その他

項 目

褥瘡処置
痰の吸引 ア．鼻腔、口腔内
痰の吸引 ウ．気管切開
経管栄養 イ．胃ろう
摘便
浣腸
導尿
痰の吸引 イ．咽頭より奥または気管内
気管切開による人工呼吸器補助 ア．終日
経管栄養 ア．経鼻腔経管栄養
在宅酸素療法 ア．終日
その他
鼻マスクによる人工呼吸器補助 イ．夜間
気管切開による人工呼吸器補助 イ．夜間
鼻マスクによる人工呼吸器補助 ア．終日
インシュリン投与 イ．注射
血糖値測定
在宅酸素療法 イ．夜間
インシュリン投与 ア．腹膜

※順位は分かりやすく、同着同
順位として表示。

その他の内容：
胃ろう部交換の際の処置補助。痰出しタッピング。座薬挿入。パウチ交換。膀胱洗浄。口腔ネラトン。通達
外の服薬介助。
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項 目 数
ある 67
ない 11
わからない 13
その他 6
回答なし 13

合 計 110

数
20
34
37
8

14
31
39
20
29
14
7

15
5
9

12
2
8

24
6

21

■問３ 医療職以外の者が、医療的ケアを提供する必要性があると思いますか。

■問４ あたなが介護職として、現在及び過去に提供した医療的ケアを教えてください。（複数回答可）

導尿
摘便
褥瘡処置
血糖値測定

気管切開による人工呼吸器補助 ア．終日

経管栄養 ア．経鼻腔経管栄養
経管栄養 イ．胃ろう
痰の吸引 ア．鼻腔、口腔内
痰の吸引 イ．咽頭より奥または気管内

浣腸
その他

項 目

気管切開による人工呼吸器補助 イ．夜間
鼻マスクによる人工呼吸器補助 ア．終日
鼻マスクによる人工呼吸器補助 イ．夜間
インシュリン投与 ア．腹膜

痰の吸引 ウ．気管切開
在宅酸素療法 ア．終日
在宅酸素療法 イ．夜間

提供していない理由：
・訪看や家族が対応しており、提供する必要がない。
・看護師が行っている。現在は回答内容の利用者はいない。
・過去にはあったが、できない事を伝えていた。
・軽い褥瘡手当てはしたことある。
・在籍の施設では看護師が常時１名以上がいる為、その必要がなかった。
・施設の看護師が行う。障害者施設ではニーズがなかった。
・在宅で通所の作業所勤務が長かったため。
・職場内で医療ケアは専門職の仕事だという位置付けが強いため。
・職場の看護師にお願いしたため。
・専門職がやるべきである。
・新潟市内の仕事であり、訪問看護の訪問などが整備されているが、必要性で現在は医療行為ではない医
行為となっている血圧測定、座薬挿入等は実施している。
・医療ケアを禁止事項としている為。
・現在の職場では要望がないため。

その他の内容：
下剤の挿入（テレミンソフト）、痰
出しの為のタッピングや胸お
し、胃ろう処置の際の補助、点
滴終了後の抜針、口腔ネラト
ン、人工肛門の方のパウチ交
換、通達外の服薬介助

提供していない

インシュリン投与 イ．注射

回答なし,
13人, 12%

その他, 6人,
5%

わからない,
13人, 12%

ない, 11人,
10%

ある, 67人,
61%
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項 目 数
利用者宅 56
学校 1
通所施設 10
外出先 16
その他 19

項 目 数
本人･家族 49
医療職 38
その他 10

・夜勤帯での吸引(痰）でＳＰＯ２（酸素飽和度）が回復され、無事夜勤が終えられた。

■問５ 医療的ケアを提供した場所を教えてください。（複数回答可）

その他：
・介護施設、施設
・特養、施設（老人ホーム）
・入所施設
・病院
・旅行／病室
・職場、

■問６ 医療的ケアをあなたに指導している責任者を教えてください。（複数回答可）

その他：
・Ｄｒ.
・介護職の上司、先輩ヘルパー
・コーディネーター
・指導は受けた事がなく
・見たり聞いたり行っている
・登録している事業所のサービス
・同僚

■問７ 医療的ケアを提供することでよかったこと、不安なこと、困ったことなどがあれば教えてください。
（自由記載）

・苦しそうな利用者に対して、吸引を行うことで楽になった様子が伺えたこと。
・御利用者が「すっきりした！」と喜んで下さった。
・ご本人が側で指示をして頂いているので、私が医療ケアで、不安なことも、困ったこともありません。
・褥瘡の処置は自宅の祖母に実践できた。

・医療的ケアを提供する間、保護者が休息を取れるようになったこと。
・医療的知識が身についたこと。
・介護員も医療的ケアができる事で本人様が移動などの負担がなくできる事や褥瘡の処置が早く
できる。感染、発熱も起こしにくい。
・緊急時の対応ができたこと。

・導尿、摘便に関し、本人が早くらくになれること。
・痰がからんだ際には、すぐに対応できたこと。
・知識がついた。
・利用者が目の前で楽になること。
・早めに対応することができた。
・便秘が解消されて、すっきりされた事。
・もし緊急時等、在宅中や外出中に医療職のいなくても、吸引や酸素の機械のことを知っていて、
やらせてもらっていることが、パニック軽減につながる。ある程度対応できるのは、自分自身の本人
さんへのケアの安心になる。
・夜間でも吸引ができると、利用者が楽になり、生きることができる。口腔内が清潔になった。肺炎
をおこしにくい。

・常に医療職の方が利用者に付いている訳ではないので、自分が医療的ケアを行う事で、利用者
が楽になるなら行いたい。また夜間など緊急の場合で自分しか出来るヘルパーがおらず、ナース
に電話で指示を受けて行い、その場を乗り切れた時もケアをやって良かったと思った。
・生活が成り立つこと。

・夜勤帯、看護師がいない為、痰がらみ等でチアノーゼがでた際、吸引はする事で改善できた。
・利用者に喜んで貰った。
・医者を呼ばなくても対応できる。
・医療的ケアを提供するにあたって“よかった”と何を実感すれば良いのかはわかりませんが、た
だ、まずは第1歩、2歩ていど前進できてよかったかなという感じです。

■よかったこと

・家族の負担が減る、本人の希望にすぐに対応できる。
・自宅で行えること。
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■不安なこと
・事故があった場合の対処について
・特にない。

・早急に対応できることで、トラブルや我慢を少しでも軽減してあげることができる。当事者が医療
職や家族の付き添い無しでもヘルパーと好きな場所へでかけ過ごし、自立した一時を楽しんでいる
姿が見られる。
・必要に応じて、すぐに対応できる。
・普段関わってるものが、支援／教育の一環として実施するのは当然。
・利用者が快適に過ごせる。

・何かあった時のリスク。行為によるリスクの知識が少ない。
・緊急が起こった時に一人できちんと対応出来るかどうか。的な事。
・医者や看護師から教わったわけではないので、本当に正しい動きをしているのか心配になる。
・知識不足
・傷を付けてしまったらどうしようと思う（サクション時）
・医療的ケアを行った後に利用者の体調が急変した場合の対処
・今のところない
・器具等・消毒等の見極め。今の状態で医療ケアをすぐ行うべきか、家族と共に判断しなければな
らない時
・医療的教育を受けていない。事故が起こったときに保険が対応するか？個人（介護者）の責任に
なるのではないか？
・介助者の業務として認められていないことで、万が一の場合の損害補償などが整備・確立されて
いないこと
・なれるまでは（なれたあともそうだけど）自分が提供するすべてのことに対して不安を感じたりす
る。→失敗することに対する不安感。
・酸素呼吸器がもし壊れたり停電になる場合、どういうふうに対処するかが不安ですね。
・もし医療ケアの最中に事故が起こった場合責任を問われてしまうのか不安
・利用者の方が風邪や体長不良の時など
・あまり無いですが、清潔・不潔を把握できているか？
・人工呼吸器を扱う際に、もし手順を間違えてしまうと命にかかわるのでは、というプレッシャーが
あった。

・常に、この方法は正しいのかと自問してしまう。
・慣れるまでは、命にかかわることなので、気づかず危険を冒していないか心配だった。今でも定期
的に主治医にチェックしてほしい。
・夜勤中、看護師が仮眠に入る為、仮眠に入る前に吸引のやり方を教わる。
・適切なケアができずに利用者に何か起こるのではないか。
・注射や点滴など訓練を受けていないなので痛くないか心配だった。
・医療機関ではない為、完全な処置ができないし、物品が揃っていない。
・摘便-正確にしないと出血、傷をつくってしまうのでは…と。褥瘡処置-傷の進行状態、状態観察が
的確、正確にできない。
・医療的ケア研修を受けてもできるか不安。
・急変時等、常駐する医師がいないと不安。
・口腔内で痰がらみが改善されない場合、鼻腔吸引はしていない為、心配。

・医療の人間の説明がバラバラで誰が正しいかわからない。
・難しい医療的ケアの場合など、もし何かあったらどうするのかという不安はある。
・外出先で提供する機会があった時。
・利用者本人や、その家族が、しっかりとした知識を持っておらず、リスクに対して意識が薄い。軽
率な依頼は正直きつい
・利用者が求めることと自分の理解がズレているとき。
・研修中に想定できなかったことがその後の介助中に起こったとき．．．自己流で対応するしかな
かった。

・つねに困ったことや疑問はありますが、よき先輩や利用者の方に聞きながらなので。
・医療職と当事者と外出した際、医ケアをどの程度手伝えばよいのか迷った。結局医療職者に負
かせたが、少々戸惑った。

■困ったこと
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・病気の時、熱の時、朦朧として言っている事が解らない場合。
・医学的知識があまりないので、本人さんのその日の様子に合わせてケアする時、少し自信がな
い。

・行った医療行為が正しかったか不安だった。
・障害者の方が病院と同じように思っているところ。

・医療的知識の不足と利用者の一方的注文。
・一度うまくいくと毎回依頼される。
・次の人に依頼されないか。
・気管切開している人を車イス移乗した時、管が途中はずれてしまいあわてたが、訪問看護へ連絡
し処置してもらった。

・夜勤帯、看護師と連絡を取りながら対応するが、当施設では医療的ケアの指導もない為、緊急の
場合は対応に戸惑う。

■その他
・医療の人の方が無知な事が多く、逆に教えてと言われる。介護の事について口を出しすぎ。介護
の事は、こっちの方が詳しい。

・摘便-出血してしまった時。
・本当に何かあった時に組織が守ってくれるかが不安。やらなければならない現状に困っている。
・ことわる事で利用者との関係が悪くならないか心配であった。
・現時点では今のことなし。

・口腔内にきずつけてしまった場合どうしたらいいのか。
・看護師が｢やっておいて」と指示すること。

・手を洗ったりアルコール消毒する回数やタイミングがかなり自己流になってしまっていて適当に。
・良いのか悪いのかも判らないまま、やって欲しいと言われやっていた。
・本来するべきことではないのに、慣れてきてしまっている。
・痰の吸引などは実際に提供した経験はないが、生命の危機にひんしていたとするとせざるを得な
いと感じるかもしれない。しかし、訪問看護が対応できる体制を整えるべきではないか。積極的にし
たいと思わない。

・本来、介護職がしていけないことだが、行うようになったことで、その援助が危険なことではないよ
うに感じてしまっている。
・常に痰が絡んでいる脳梗塞後で要介護度５の利用者への多い時で20分に１回位、痰の吸引をし
たことがあります。当然夜間でも吸引が必要です。夜勤は介護員のみで行っているために吸引も
行っていました。私たちが吸引しないと死んでしまいます。上司には記録に｢夜間救急止むを得ず」
と必ず残すようにと指導されました。

・特養のため、夜間看護師がいない。その為、痰の吸引を介護士がずっと行ってきている。施設長
等に話し、問題提起するも現状ではどうにもならない為、行えと！。責任（何かあった時の）は誰が
とるのかという部分でははっきりしていない。
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数 順位

32 4

53 2

46 3

54 1

23 7

54 1

27 6

30 5

22 8

3 10

11 9

・知識としての研修の他に、実際は、それぞれの本人さんのお宅での研修もきっちりしてほしい。一
人一人全く違うと思うので。
・グレーなまま放置せずに、対応できる根拠と環境整備が必要だが、医療職が対応するのが当然

■問８ どのような環境があれば、医療的ケアを提供・充実できると思いますか。（複数回答可）

・利用者の自己責任の契約があればそれだけで良い。・資格等は無意味。・医療職の手技、認識
の統一。
・責任の所在、関係者それぞれ（本人・介護者・医療者等）の責任・役割の明確化「介護職は医療
者ではない」という事を全ての人が正しく認識しておくべき。それ無くして単に介護職に医療ケアを
提供させるのは危険だと思う。

・研修にも給料が発生すること。
・「家族や医療職者しかできない」と言われると、難しく危険性の高いものと感じ海老医ケアを拒否
する人もいると思う。当事者のケアの必要性を重んじ、誰もがその必要性を理解するための環境こ
そ必要と思う。

９．介護職養成学校におけるカ
リキュラムの導入

10．様々な環境が整備されても
提供したくない

11．その他（自由記載）

１．報酬加算の新設

２．研修等の実施

項目

■その他
・個別性が高いものであり、一律の基礎研修だけでは不十分。関係性を深めることで初めて実施で
きるもの。資格やカリキュラムは意味がない。具体的に「できる」という関係性こそが重要。資格を
求めるなら、看護師という資格を取ればいい。

・法律の改正

３．賠償保険等の整備・充実

４．医療機関との連携の確保

６．過失責任に対する保護制度

５．医療職の配置

７．医療的ケアに関する資格制
度の導入

８．研修受講・資格取得費の助
成措置

・夜間でも常駐してくれれば介護職がする必要はないと思う。
・人手の問題が大きな理由となっているので、医療職の増員で安全な援助が提供できると思う。
・提供したくない方は、研修を受けなければ良いと思う(高齢ヘルパーの中にはいると思います）。
研修を受けた方のみ行えるようにすれば良いと思う。
・きっちりとした勉強（研修等）をして、補助的な医療行為ではなく介護士が判断し、責任を問われな
いような状況であれば行っても良いと思う。しかし、緊急時のみにし、看護師がいるときは看護師が
行う等はっきりと位置付けを決める。

・医療行為と生活を送る上でのケアについて、明確にした上で安全が本人と支援者に保証される
必要があると思います。
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数 順位
73 3
74 2
68 5
66 6
72 4
85 1
73 3
6 7

項 目 数
よく知っている 10
知っている 58
知らない 23
回答なし 19

合 計 110

■問９ 医療的ケアを提供するための研修を実施する場合に必要と思う内容を教えてください。(複数回答可

１．医療行為と医療的ケアの定義と現状・課題
２．医療的ケアに関係する器官の医学的知識

７．医療的ケアに関するリスクマネジメント
８．その他

項 目

■その他：

３．医療的ケアの効果等に関する医学的知識
４．障害者の生活における医療的ケアの必要性
５．医療的ケアの提供にあたっての留意事項
６．医療的ケアの実技

・医療との連携のしかた。
・無試験の認定講習にするべきではない。必修時間の講習を受け試験を行ない資格化すべき。
（最低限のレベルを保つため）
・医療行為をしなくても良い施設があると良いのだが…
・利用者１人１人の行い方の指導。
・すべきはないと思っているので答えられない。

■問１０ 障害児・者が日常生活で必要とする医療的ケアは、本人または家族が対応している現実から、
日常生活支援として現行の基準を緩和し、研修の実施及び過失に対する保障等を整備することによりホー
ムヘルパーも提供できるようにするという意見があることを知っていますか。また、こうした考えに対するあ
なたのご意見を教えてください。

全体に対する割合

9%
53%
21%
17%

100%

・「ホームヘルパー」と限定する根拠が理解できない。ホームヘルパーが通所先にも派遣できるよう
にするのか？違うはずである。設問として間違っている。
・研修はあまり必要ないと思う。実際現場で手技を見て勉強しなくてはダメです。研修の時のＮＳと
現場のＮＳで言っている事が全く違う事が多すぎて混乱を生むだけ。
・研修の実施、過失に対する保障等が整備されるのであれば、ホームヘルパーが医療的ケアを
行っても良いのではないか。
・是非、体制を整えて実施できる様にして欲しい。
・必要性はよくわかるが、本人、家族、事業所、介護者のリスクマネジメント不十分。
・保障があれば、今まで以上に安心して行えると思う。
・研修や保障等の整備を早く整えるべきである。

■自由記載

回答なし,
19人, 17%

知らない,
23人, 21%

知っている,
58人, 53%

よく知ってい
る, 10人, 9%
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項 目 数
よく知っている 10
知っている 62
知らない 25
回答なし 13

合 計 110

・障害児・者の日常生活では医療的ケアは、ほぼ行われる事となるので、その部分だけを本人また
は家族に対応してもらうならヘルパーとしてケアに入っている意味がないので、研修や保障等の実
施を早く行ってほしい。

・研修にも給料が発生すること。
・「家族や医療職者しかできない」と言われると、難しく危険性の高いものと感じ海老医ケアを拒否
する人もいると思う。当事者のケアの必要性を重んじ、誰もがその必要性を理解するための環境こ
そ必要と思う。

・医療的ケアが日常生活の一部であるなら、むしろホームヘルパーが提供できなければならないと
思う。

・過失に対する補償の整備は重要であると思う。日常的に必要とされている事を行ったことによる
過失が補償されないままであれば、行うことの危険より行わないことの安全を、まず第一とするの
ではないだろうか。
・看護師等の医療職以外でも医療的ケアを提供していかなければ、障害をお持ちの方たちの地域
での生活は支えられないと感じる。
・良いことだと思う

・提供したくない方は、研修を受けなければ良いと思う(高齢ヘルパーの中にはいると思います）。
研修を受けた方のみ行えるようにすれば良いと思う。
・きっちりとした勉強（研修等）をして、補助的な医療行為ではなく介護士が判断し、責任を問われな
いような状況であれば行っても良いと思う。しかし、緊急時のみにし、看護師がいるときは看護師が
行う等はっきりと位置付けを決める。
・医療行為と生活を送る上でのケアについて、明確にした上で安全が本人と支援者に保証される
必要があると思います。

・知識としての研修の他に、実際は、それぞれの本人さんのお宅での研修もきっちりしてほしい。一
人一人全く違うと思うので。
・グレーなまま放置せずに、対応できる根拠と環境整備が必要だが、医療職が対応するのが当然
と思う。

・夜間でも常駐してくれれば介護職がする必要はないと思う。
・人手の問題が大きな理由となっているので、医療職の増員で安全な援助が提供できると思う。

・責任の所在、関係者それぞれ（本人・介護者・医療者等）の責任・役割の明確化「介護職は医療
者ではない」という事を全ての人が正しく認識しておくべき。それ無くして単に介護職に医療ケアを
提供させるのは危険だと思う。
・法整備

■問１１ 「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度のあり方に関する検討会（注）」で医療的
ケア（吸引、経管栄養）の実施について検討されていることを知っていますか。また、こうした見直しに対する
あなたのご意見を教えてください。

全体に対する割合

9%
56%
23%
12%

100%

■自由記載
・「資格」をあたえ、また看護協会の指導看護師への加算というバーター取引の結果の過重な意味
の無い研修時間は馬鹿げている。まだ当事者を置き去りにするつもりか！？

回答なし,
13人, 12%

知らない,
25人, 23%

知っている,
62人, 56%

よく知って
いる, 10人,

9%
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・生命に関わる事項なので、誰でも行えるようになるのが普通。ＮＳよりＨＨの方が詳しい場合が
多々あるのも問題。
・しっかり研修を受けて介護職員が、誰でも行える様にするべきだと思います。
・必要なケアは利用者個々によって異なるので、必要となった場合に、その都度必要な技術を習得
できるように、研修などの習得の場を充実させていく必要があると思う。資格として事前に取ってい
ても、ペーパー状態では意味がないし使えない。

・一定の介護職員がいなくて、必要に迫られた時はどうするのか不安に思う。
・介護職員も医療的ケアが提供できる事は良い事だと思う。
・ホームヘルパーが出来るようにならなければ、おかしいことである。
・痰の吸引など、日常的に必要な医療的ケアにおいては、それを行わないことによる苦痛や危険が
伴う。必要なことは「医療従事者の資格」ではなく、安全で的確な処置を行うことではないだろうか。
その為に研修を行い、医療と連携を密にし、本人やご家族からの同意を得た上で、行うことが必要
ではないだろうか。

・必要な人には必要なケアが絶対に必要だと思う。
・医療ケアはケア内容・本人の状態、利用者・介助者・事業所の体制等様々な因子により、良し悪し
が一概には言えないので「一定」の研修というのは中途半端な知識だけに終ってしまう気がするの
で意味が無い気がする。逆に中途半端な知識を得る事で医療者のような錯覚に陥ってしまう人も
現れる気がする。（現にいる）「一定の研修」より、利用者にあわせた介助者個々の研修が確実に
行える体制を考えるべき。

・寝ていても終了したことになる講習に意味は無い。資格化すべき。
・やむをえない場合必要なことであると思う。
・ヘルパーの価値向上に繋がるのであれば是非実施して欲しい。
・介護職による痰吸引が実施されれば、障害者の人生の選択肢が飛躍的に広がると思う
・検討を続け、日常的ケアが介護職の多くの人に実施可となるよう願います。
・安全安心でなおかつ生活に密着した医療ケアの実施になるよう見直してほしい。
・単なる逃げ道であり、｢誰か」の「ズル」だと思う。
・原則的には医療職で実施すべきと思う。何のために資格を取得しているのか。潜在的看護職を活
用する時、するべき。
・利用者は増加しているのに現場が追いついてなく、介護職が行わなければならない現状がもどか
しい。日本の社会保障政策はげんばとかけ離れている現状がある。
・介護職なので、あまりしたくない。
・もっと話し合って行うことが必要である。する側、される側にも理解がいると思います。
・医療職から指導あり。
・とても必要なことであると思いますし、早急に整備すべきです。ただ、現場は人手が不足しており、
研修を現場まで医療職の方々に来て欲しいと思います。また、国の予算で行って頂きたい。
・介護職員は医療従事者ではないので、すべきではないと思っているし、やることはない。安上がり
を狙っていると思っている。衣料を勉強した人が医療をすべきである。
・実際に自分職場ではやっていないが、以前ＡＬＳの方が吸引をやっていた事業所と同じ利用者を
担当していた事があるが、責任の重さを見て感じていた。できれば今後も看護職が専門的な立場
で行って欲しい。

・介護職員に適切な指導をしてさせるべき！
・痰の吸引について、介護職員が出来ることにこしたことがないが、専門ではないので不安が残
る。施設内に看護師が足りないのあれば、絶対に必要。
・痰の吸引は、看護師業務である。
・吸引をしても良いとしても、口腔内のみだとか、看護師の監督のもとで行う等、看護側で判断でき
ないのであれば医療行為を行わせない方が良いのではないか。経管栄養は片付け等、全く意味の
ない様な部分をやらせるのであれば、はっきりとやらない方向にした方が良いと思う。

・当施設では特別養護老人ホームなので、殆ど誤えんし易い方が多い為、食事介助の際は常に吸
引器を各室に設置しています。現在では、介護者でも吸引できるような制度の見直しが必要だと思
います。

・生活を送る上で必要で安全に行えることは、取り組んでも良いのではないかと思う。
・看護師が配置されている日中での施設内では介護職が医療ケアをする必要はないかもしれませ
んが、居宅介護や夜間での短期入所の場合は介護職が医療ケアを必要とする場面が必ずくると思
います。行政の面から制度を確立させ、本人や家族が安心して過ごせるサービスが必要だと思い
ます。

72



■問１２ 医療的ケア、訪問看護及び障害福祉サービスや支援について、ご意見、ご要望、ご提案等があ
れば教えてください（自由記載）。

■自由記載
・NPO法人医療的ケアネットHPに掲載。
・障害者が生活する上でどのような福祉サービスが必要なのかを障害者の目線で見て考えるべき
と思う。
・ヘルパーも医療的ケアを提供できるようにしてほしい。

・自分自身が医療行為をしても大丈夫であるという介護福祉士がある事は事実である。医療知識
がないのにいかがなものか？と思います。

・現場に沿った法整備を整えてもらいたい。本当にやりたいと思う人が福祉の現場からいなくなるの
が恐い。

・医療と介護の連携という話ではなく、医療の下に介護をおくという発想にはウンザリする。それに
利用者の窮状をからめてしまいおかしい。利用者の日常生活を支えるのは当然のことだが、それ
なら根底から医療と介護の分離を排し、一体化することを議論したい。

・目の前に困っている利用者がいれば｢何とかしてあげたい！」「放って帰れない」との気持ち。状況
にあります。早く法的整備、保障の確立をしてほしいと思います。

・児童さんは親ごさんがいるとからと、時間があまり出ないと聞きます。私が実際伺っているおうち
も、ご兄弟が３人いたりで、とても大変そうです。お父さんはお仕事で遅く、お母さんは毎日てんてこ
まいです。児童さんも使い易い制度になればと思います。

・医療的ケアの提供のための研修は悪くないが、ひとりひとり異なるケアの仕方を研修で全て学ぶ
ことはできないので、結局は当事者と介護職者間のやりとりでケアのやり方をつちかっていくものと
思う。よって研修内容を多くし、研修時間に長時間さくようなことは無駄で、医ケア離れをまねくとも
思える。現場での判断を信じ、医ケアへの壁を減らす目的の環境整備を求める。

・すべての医療的ケアを無条件に行うことが良い事とは思わないが、当事者は日常生活の中で、そ
れらを必要としていることは間違いない。法に、現場や当事者を当てはめるのではなく、現場や当
事者の必要性に合わせて、法を変えてゆくべきではないだろうか。介護や医療に関わる機器や手
法が変化してゆく中で、法も変化してゆかねばならないと思う。

・訪問看護（医療サービス）がより提供される様になるべき。
・入院中も使える制度が絶対に必要です。

・日常的な医療的ケアは基本的に介護職が行い、定期的に医療職との研修や確認作業を行えば
いいのではないか

・医療・介護のプロとして、ヘルパーの将来発展に繋がるように進んでいけばと考える。お手伝いさ
んとヘルパーの違いを世間一般に知らしめる良い機会になるといいなと思う。

・介護職従事者の報酬改善

・障がい者が地域で生活するとなると、医療との連携は必要不可欠なのに、バリアの多い医療施設
がまだまだたくさんある。他には、介護予防的な観点から、理学療法や作業療法などを利用できる
サービスを充実させたほうがいいと思う。実際、筋肉が萎縮していく障害のある利用者で、介護給
付費では訪問リハなどが利用できないため、体を動かして進行を遅らせたいのにできないというの
が現状。これではどんどん介護度が重くなっていくのは当然。十分なヘルパー派遣を受ける余裕も
ないのにこういう状況では、結局地域から施設へ、という逆行した流れにならざるを得ない。

・医療的ケアの必要な利用者に常に医療職が、側にいれる事は難しく、ほぼヘルパー等が一緒に
いるのだから、本人が行えない状況で家族もいないからと、何も出来ませんでしたは有り得ないの
で、早急に医療的ケアを介護職が行える環境を整えてほしいです。

・医療的ケアについての見直し内容について等、自然に耳に入る事がないように思われる。福祉に
関わっているものだけではなく、全ての人が身近な事として、情報を得られる環境を作るべきだと思
う。

・医療職がもっと勉強するべき。やった事ないケアを医療職というだけで、他の人に教えるのはムダ
でしかない。医療職のケアの認識統一がされていなければ、ＨＨが苦労するだけです。しっかり、医
療、介護の専門性は区別する方が先。現状の現場ではＮＳ、ＨＨが一体何の違いがあるか理解し
ずらい。ＮＳが偉そうにしているだけ。
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・障害者福祉サービスの利用時、医療の視点も持ち、サービス調整が行えるケアマネージャーのよ
うな存在が必要と思われる。
・現状の制度を変えなければ、医療ケアを必要とする重い障がいを持つ方本人、その家族を支える
ことは無理だと思います。社会で支える仕組み作りが必要で、まずその一つとして医療ケアを生活
行為として介護職が行うことは絶対的に必要だと思います。テレビのドキュメンタリーで重身の弟さ
んを日中見てくれる所がなく、初めての学芸会にお母さんに来てもらえなかった女の子の姿が…そ
んな現状が悲しすぎます。でも、たくさんそんな思いをしている人がいると思います。

・医療的ケアを介護職が行うかどうか。行えた方が良いと思います。医療的ケアをするにあたって
は十分な研修(国が予算を負担）制度を設け、医療的ケア加算を取るべきである。医療的ケアを必
要とされる方はかなりいるので、統計をとって国に具体的内容を報告し、早急に対策を取ってほし
い。アプローチしだいでは国も動いてくれるのではないでしょうか。現場の声を国へあげてください。
よろしくお願い致します。

・職場で何も研修もなく、簡単な医療行為はやっていました。仕事に慣れてきて、このまま無資格で
もいいと思っていましたが、今日のお話を聞いて、やはり基本的な知識があってあるかどうかはぜ
んぜん違うと分かりました。また、本人の立場、ヘルパーの立場それぞれのお話を聞くと、納得でき
る部分がそれぞれあり、単に看護師にだけ医療行為を…というのは現実無理だと思うようになりま
した。・研修に参加して医療行為が安く、人員も多い介護のほうに流れてきている。介護を行うについて
医療的な知識は必要と思うが、実際に介護職ばかりに要求するのではなく、看護も治療を必要とす
る行為と生活のために必要な行為とを整備して考えていく。
・介護者でも医療的ケアができるよう講習を行ってほしい。
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