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医療的ケア児を取り巻く現況



医療的ケア児とは
医療的ケア児支援法 2021.9.18施行
１定義について（第２条関係）

⑴「医療的ケア」の定義を、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他の

医療行為としたこと。

⑵「医療的ケア児」の定義を、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケ

アを受けることが不可欠である児童（18歳未満の者及び18歳以上の者であって高
等学校等（学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援

学校の高等部をいう。以下同じ。）に在籍するものをいう。二の１⑵において同

じ。）としたこと。



医療的ケア児と人工呼吸器管理が必要な児童数の推移

12/17/2021

H30 医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究（田村班）より

10年で約2倍!! 10年で約10倍!!



児童福祉法の改正 平成28年5月25日成立

第五十六条の六第二項

「地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を

営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適

切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、

医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うため

の体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならな

い。」 （平成28年5月25日成立・同年6月3日公布）

12/17/2021

医療的ケア児も障害児と定義



医療的ケア児支援法 令和3年6月

基本理念と具体的な支援措置

次の5点を基本理念として、国・地方公共団体や保育所・学校の

設置者に対して一定の措置を求めるものになっています。

１．医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全体で支援

２．個々の医療的ケア児の状況に応じ、切れ目なく行われる支援

３．医療的ケア児でなくなった後にも配慮した支援

４．医療的ケア児と保護者の意思を最大限に尊重した施策

５．居住地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられる施策

〇学校等への支援、相談体制の整備、広報啓発、人材確保

〇保育所や学校の設置者による看護師等の配置

〇医療的ケア児支援センターを設置し、医療的ケア児やその家族へ

の支援、関係機関等への情報提供や研修を行う。 12/17/2021

トピックス



災害時小児・周産期リエゾンの配置

周産期医療の体制構築に係る指針より抜粋

★都道府県は、災害対策本部に災害医療
コーディネーターのサポートとして、

小児・周産期に医療に特化した調整役で

ある「災害時小児周産期リエゾンを設置

すること

★災害時小児周産期リエゾンに認定された
者は、各都道府県において平時からの訓

練や災害時の活動を通じて、地域のネッ

とワークを災害時に有効に活用する仕組

み構築すること



災害時小児呼吸器地域ネットワーク

★災害時呼吸器地域ネットの目的は、災害時に在宅で人工呼吸器を使用して
いる子ども達が困らないようにすることです。在宅で人工呼吸器を使用し

ている子どもを診ている医療関係者が、都道府県・指定都市・中核市単位

でネットワークを構築します。このネットワークを通じて患者の被害状況

を把握して、在宅医と災害時小児周産期リエゾンが連携していきます。災

害時小児周産期リエゾンに必要な支援情報を伝えることにより、DMATの
要請など迅速な対応ができます。



近畿ブロックの担当施設・医師

府県 氏名 所属

滋賀県 加藤 竹雄 滋賀県立小児保健医療センター

京都府
森本 昌史 京都府立医科大学看護学科医学講座 小児科学

西村 陽（副代表） 京都第一赤十字病院 新生児科／京都府立大学 小児科

大阪府

北部 古賀 智子 社会福祉法人 枚方療育園 枚方総合発達医療センター

市内 竹本 潔 大阪発達障害総合療育センター 小児科

南部 鈴木 保宏 大阪母子医療センター 小児神経科

兵庫県
兵庫県 常石 秀市 医療福祉センター きずな

神戸市 河崎 洋子 にこにこハウス医療福祉センター

奈良県

和歌山県 田村 彰 和歌山県立医科大学 小児科



地域災害拠点病院の位置づけ

▪ 地域災害拠点病院とは

災害医療機関を支援する機能を有する病院で、重症・重篤な傷病者を受

け入れるなど、災害時の医療救護活動において中心的な役割を担う病院と

して位置づけられています。

厚生労働省の基準では、地域の災害拠点病院については、原則として、

二次医療圏ごとに１カ所以上となっています。

大規模災害発生時に・・・
在宅医療・障害者の引き受け病院（避難入院）となるのか？

在宅医療の継続・医療的ケアのできる福祉避難所・広域搬送
障害者の避難できる福祉避難所

答えはＮＯ！
民間病院への強力要請



滋賀県の医療的ケアが必要な人数と医療ケア
県が初の実態調査 2019年12月1日時点

★いずれかの医療的ケアが必要287人（半年以上の入院・入所の子供を除く）
年齢別 1 3歳 ⇒26人 １ 大津市 ⇒68人

2 4歳と12歳 ⇒21人 ２ 草津市 ⇒33人
3 5歳 ⇒20人 ３ 東近江市 ⇒28人

★必要な医療的ケア（複数回答あり） 医療的ケアの数

１ 経管栄養 ⇒191人 １ 一つ ⇒102人
２ 吸引 ⇒168人 ２ 二つ ⇒ 63人
３ 酸素補填 ⇒ 96人 ３ 三つ ⇒ 44人
４ 人工呼吸 ⇒ 95人 MAX 7つが1人
５ 気管切開 ⇒ 76人 複数のケアが必要な児 177人（62%）

2021/12/17



変わりつつある公的支援
情報の共有と電源対策



医療的ケア児（者）の地域支援体制構築への提言

『顔の見える関係』の構築に加えて、以下のことが重要と思われる

☆医療的ケア児（者）のニーズを、平時と災害時とで別々に把握しておく（災害時は支援が錯綜し、

ニーズは1日で変わる）。障害児（者）コーディネーターと行政との協働が有効と思われる。

☆災害時の医療的ケア児（者）への支援コーディネートを行う。

☆医療的ケア児の現状を平時から定期的に把握する。

☆高層階に居住する医療的ケア児（者）の、災害時の移動の手段を講じる。

☆平時に訓練の実施

☆支援物資の適切な要請と配布を行う

☆支援のキーパーソンを把握する

☆非常時に何らかの形で電子的見守りを行う

☆発電機やバッテリーを整備する

☆足踏み式吸引器を普及させる

☆大地震の際は救急車は出払うことを知っておく

☆避難所のマニュアルに医療的ケア児（者）の事を掲載する

H28年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議一部改変



厚生労働省 在宅医療・介護連携に関するWG
平成31年3月18日 <資料>

★大規模災害時等長期停電における在宅人工呼吸療法患者等に関する支援について
<現状と課題>

・長期停電時においても、居宅HMV・HOT患者が安心して療養を続けられる環境整備必要

・在宅人工呼吸器に関しては、使用機器による差異はあるものの、内部・外部バッテリーの

稼働時間は約30分～11時間、病態によって長期停電が生命に関わる事態となる可能性

・長期停電時において、HMV等患者の一元化された患者情報がない、安否確認等難渋

<論点>

・HMV患者等、難病や障害等の申請要件に関わらず、平時から患者情報（氏名、住所、使

用している機器に関する情報等）をリスト化、発災時活用できるような対策を講ずるべき

・居宅で人工呼吸器使用患者については、平時から非常電源の確保の確保、医療機関との連

携などの整備が必要



災害時要援護者対策との連動 東京都

災害時要援護者対策との関係

災害時要援護者対策

対象者：高齢者、障害者、難病患者 対象者の内 在宅人工呼吸器使用者の把握
妊産婦、乳幼児 等 対象：難病、脳卒中後遺症

脳外傷、呼吸器疾患
重症心身障害児 等

災害時要援護者の名簿作成
要援護者名簿のうち、在宅人工呼吸器使用者名簿

（以下、「災害時人工呼吸器使用者リスト）とい
う）を作成

避難支援プラン（個別計画）の作成
在宅人工呼吸器使用者のための
災害時個別支援計画の作成

※発災時は、事前に定めた避難支援プラン（個別計画）、災害時個別支援計画に
基づき、避難支援、避難生活支援等を行う（在宅人工呼吸器使用者については、在宅での療養支援を含む） H24

在宅人工呼吸器使用者対策



東京都と区市町村の関係

2021/12/17



非常電源助成に地域格差 九州の自治体の場合

◎佐賀県
独自の助成・・・上限20万

県障害福祉課「市町村によるばらつきを解消する必要がある」

県内助成市町 県内20市町中実施は4市町
福岡市の非助成理由

福岡市・・・非常用電源は国が示す「用具」の要件に該当しない、

「国の要件は『日常生活品として一般に普及していないもの』

非常用電源は障害者向けではなく一般に使われ、該当す

るとは言い難い」（障碍者支援課）

※厚生労働省自立支援振興室の判断

⇒「非常用電源は一般品であり要件には該当しない」・・・

ただし「判断は実施主体の市区町村に委ねている」としている。

2021/12/17

2021年1月現在

日常生活用具給付事業



公共の場における非常時の電源確保の必要性

・東日本大震災の停電時には、人工呼吸器などの医療機器を使用している人の電源

確保のために、市民センターや消防署などでも電気をもらったという事例

・各市町村の町内会ごとや保健センター。地域包括支援センター、デイサービスや

地域活動支援センターなどの事業所の拠点となる施設にも、発電機を常備してお

くことも大切

・交通事情が悪化しても徒歩圏内で電気を確保できるように、非常時の電源確保の

方策を考えておく必要がある。

公共施設等の借りることのできる電源マップが作成できないか？



東京都多摩市の協議会での記録（抜粋）

〇多摩市医療的ケア児（者）連携推進協議会令和２年度第２回

☆停電についてはバッテリー、蓄電池等、在宅で電気を使う医療依存度

の高い方に充電できる体制を整える必要がある。行政が医療機器の充

電ができる充電ステーションとして、福祉の施設等に備えている発電

機等の周知をしていく。行政として全体周知できるので、それを防災

計画の中に落とし込んで具体的に行動計画としていただけると安心で

きる。



官民で医ケア児の支援 2020/9 北九州市

日常的に人工呼吸器を使うなど、在宅の医療的ケア（医ケア）が必要な子どもや家族の支

援を巡り、まず災害時の避難態勢を構築しようと、北九州市が本腰を入れている。医療や福

祉、行政関係者など多職種が連携し、当事者を個別に調査して暮らしぶりやニーズを把握。

一人一人の避難支援計画づくりを目指す。コロナ禍でハードルが上がる中、「顔の見える関

係」に活路を見いだそうとしており、その手法は他の地域にも参考になりそうだ。

課題を把握し、整理する主導的な組織として昨年7月、市内の基幹病院、医師会、診療所、

訪問看護や相談支援事業所などに市の関係部局を加えた「北九州地域医療的ケア児支援協議

会」（計16人）を発足。その議論を情報共有し、具体的に支援に携わる“実行部隊”として、

市在住の医ケア児が利用する施設や事業所、医療機器メーカーなどに協力を呼び掛け、「ネ

ットワーク連絡会」も設立した。今年7月現在、登録機関は計87に上る。



事例から見えてくること



在宅避難の事例 仙台往診クリニック（川島先生）

在宅人工呼吸患者 45名

発災の3年前より停電時の電源確保を指導していたので、ほとんどの患者が

何らかの準備が出来ていた！

死亡 1名・・津波（災害直接死）

入院19名・・1名自宅二階へ避難（訪看他協力）→ヘリ救助

18名は、バッテリー切れ、燃料切れにて入院

在宅継続25名・・発電機、インバーター等で在宅避難継続

〇当時、宮城県県内HMV患者120名で内85名が一時的も含め病院避難。

避難しなかっ35名の内25名が仙台往診クリニックの患者であった。

クリニック⇒介護者等の食料・水の支援

発電機・車の燃料の支援

⇒往診車（優先車）に燃料を入れ支給

事前にしっかり
自助準備ができ
て支援体制が整
えば在宅避難も
可能である！

東日本大震災



最初から避難はあきらめていた！ 沖縄県での座談会より

★東日本大震災の時に、沖縄県内にも津波警報が発令された。医療的ケアが必要な息子
（16）がいる＝沖縄市与儀＝は「最初から避難は諦めていた」と当時を振り返る。住

んでいるのはアパートの６階。「みんな自分のことで精いっぱい。近所とのつきあい

もほとんどないので、助けてとは言えなかった」と話す。

★娘（12）が人工呼吸器を使っている＝うるま市石川＝は「災害はいつ起こるか分か

らない。夫がいるときならいいが、娘と二人きりの時だと不安」と表情を曇らせる。

避難するとなれば、人工呼吸器、酸素ボンベ、吸引器、酸素の濃度や心拍をはかる機

械に加え、食料や着替えなども持って行かなければならない。体の大きくなった娘を

車いすに乗せ、災害で混乱する中、避難するのは〇宇〇さん１人では難しい。

東日本大震災



熊本震災の事例

★停電の恐怖に直面、M7.3の地震に襲われた16日

脊髄性筋萎縮症で人工呼吸器を使用中。バッテリーに切り替え、助けを待ちまし

たが、なかなか来てもらえませんでした。外に避難をして、救急車を呼んだんです

けど。（電話が）つながらなくて。その時はもう“これはダメだな”と思って。その後、
友人の助けを借りてどうにか、病院までたどり着きました。

★介護に追われ自宅に帰れず 集落の大半の民家が倒壊した益城町の木山地区

長女の○○さん（25）は、「筋ジストロフィー」を患っており、地震後は県内の病
院に入院した。ただ医師らは震災への対応に追われ、水田さんが身の回りの世話を

するほかない状態が続いた。水田さんがようやく自宅に帰れたのは、地震発生から

10日後だったという。

熊本震災



ブラックアウトでの在宅事例 2018年北海道地震

札幌市〇〇さん（18）は「遷延（せんえん）性意識障害」のため、寝たきりで24時間人工

呼吸器を使用している。

6日未明、大きな揺れとほぼ同時に停電した。お母さんは呼吸器を予備バッテリーにつなぎ、

屋外の車のエンジンもかけ、たん吸引など電気が必要な機器を動かた。真っ暗な部屋ではた

ん吸引や栄養剤を補給する作業が難しい。容体悪化を知らせ、心拍数も測定する機器は作動

せず、懐中電灯をつけても体調の目安となる唇や顔の色は判別できない。「夜が明けろとひ

たすら願った」

余震で多くの機器を持ち出せるか不安になり、車での発電にも限界を感じたため、病院を

探したが、病室の空きがないと断られた。以前、台風で断られた時と同様に「緊急ではない

避難目的」と判断されたようだった。別の病院に受け入れられたのは午後3時ごろ。

9月12日 毎日新聞
25

北海道胆振地震



非常用電源 ２０時間が限界 人工呼吸器の女児、停電の恐怖
東京新聞 2019.09.14

☆同県佐倉市の小学一年生「アイカルディ症候群」と呼ばれる難病で、寝たきりで人工呼吸器
お母〇〇さんは「数時間もすれば停電は直るだろう」と思っていたが、昼を過ぎても電気は

戻らず、非常用電源の残量が減っていく。

刻々と過ぎる時間に焦りを覚え、〇〇ちゃんが普段通っている市内の重症心身障害

者の通所施設「重心通所さくら」に電話で問い合わせると、所長は快諾してくれた。

信号機が消え、交差点に車があふれ返っていた同日夕、〇〇ちゃんを車に乗せて施設に駆

け込んだ。母は「こんなに長引くとは思わなかった」と振り返った。

充電を終えると、〇〇所長は「泊まっていきませんか」と提案。「自分で体温調整するの

が難しい〇〇ちゃんをエアコンが効かない自宅に戻すのは良くない」という思いからだっ

た。所長も急きょ泊まり込み、一家に寄り添った。 一部略

26

千葉長時間停電



病院は必ずしも安全な場所ではない！

先天性代謝疾患であるゴーシェ病・急性神経型の○○くん（16歳）は、停電の時、千葉県

千葉リハビリテーションセンターにレスパイト（一時入院）で短期入所していました。セン

ターは12時間停電していました。非常用電源が作動し、人工呼吸器は動きましたが、エアコ

ンは止まりました。このため○○くんの体温は37.7℃まで上昇しました。看護師が○○くん

を保冷剤で冷やし、うちわで扇ぎました。また経口補水液を胃瘻から200ml注入しました。

つまり○○くんは熱中症になっていたということです。病院は必ずしも安全な場所ではないの

です。なお、千葉県こども病院は15時間停電しました。

千葉長時間停電



個別計画の立案について



大規模災害による療養者への影響
１．振動による影響

・人工呼吸器、吸引器などの器具の転倒等による故障

・回路等の破損。

・室内の倒壊により物品が見つからない

２．ライフラインの断絶による影響

・停電より各種機器が使用できない。

・停電より連絡手段の途絶

・停電による空調の停止による体温管理への影響

・断水により経管栄養の中断

・介護者の食事不足

・燃料不足により非常電源の中断、自家用車での移動制限

３．道路状況による影響

・必要不可欠な物品が供給できない（医療機器・材料・食料・燃料）

・避難路の確保ができない

呼吸器の転倒により
切開チューブが抜け

る事も!!



停電すると家の中は？

▪ 家電製品が止まりますよね！

☆テレビ・パソコン・電話・携帯の充電 等々

⇒情報が取れなくなる、連絡ができない

☆エアコン・ファンヒーター・扇風機・電気毛布

⇒体温管理がしにくくなる・・・風邪？

☆レンジ・オーブン・IH・電気炊飯器
⇒暖かい食べ物が食べられない・・・食事が作れない

☆冷蔵庫・冷凍庫・・・・食べ物が腐る

⇒食中毒

☆洗濯機・給湯・・・・清潔が保てない

⇒病気？

そのほかにもいろいろあると思われますが・・・

電灯、ウォシュレット、ミキサー etc
さらに医療機器がどうなるの？どうするの？



断水すると家の中は？

☆食事が作れない ⇒ 経管栄養材が物によっては入れられない

溶解するような物

温めるような物・・・低温で下痢

介護者の食事が作れない

☆薬が飲めない ⇒ 飲用薬の水がない

☆入浴、清拭ができない ⇒ 体を清潔に保てない

創、陰部等を清潔に保てない

☆洗濯ができない ⇒ 清潔が保てない

☆水洗トイレが使用できない⇒ 汚物が流せない

☆洗顔、歯磨き ⇒ 清潔に保てない、口腔清拭ができない

☆湯たんぽが使えない ⇒ 日頃より使用している人は保温ができない

☆浸水時、家が洗えない ⇒ 浸水災害であれば家屋を洗浄ができない
31



災害支援事前に行える事！

１．「自助」のための事前準備をする取組

・災害に強い在宅環境つくり

・災害時リスクのチェック

・災害時の対応

・連絡網の整備

・個別対策の作成

・訓練、体験の実施

①避難訓練 ②搬送訓練 ③非常電源取り扱い

④バッグバルブ取り扱い 等

２．「名簿」の作成「共有」⇒行政の登録制度 支援者への情報提供

３．他職種、他団体による「支援ネットワーク」構築

４．「支援側の災害対策マニュアル」の策定

個別指導のための資料

災害発生時の行動



意味ある個別計画の立案のために

まずは・・・いろんなリスクを確認をしてください！

⇒しっかりと情報収集するためのチェックリストの検討が必要

１）計画の立案

２）計画に伴う簡易マニュアル等の整備

３）リスクの改善提案と支援

４）個別支援計画に基づく訓練の実施

５）定期的な内容の検証

全て含めて個別計画！



個別対策を講じるために、まず災害リスクを見極める！
○機器関連
装置の理解度・トラブル時の対処法・非常電源の有無 等

○自宅の立地環境（ハザード）
避難路が複数、ハザードマップによる環境の理解 等

○技術関連
外部バッテリー等非常電源への切り替え

呼吸療法の場合バッグバルブマスク換気手技

胃瘻や気管切開チューブの抜去の対応 等

○コミニテー及び支援関連
民生児童委員、消防団、町内会などの共助、家族人員 等

○災害対策状況
災害対策の必要性の理解 等

○事前準備品
事前準備がどの程度できているか 等

出来ないことが
あれば日常的に
練習を繰り返し
慣れておく！



避難先の問題

〇過去の避難先事例

主治医の医療施設・近隣の医療施設・一般避難所・指定避難所

福祉避難所・特別避難所・親族・親戚・友人宅・特別支援学校・

社会福祉協議会・福祉センター・通所施設・一時・通所施設・・

その他・・・

避難所の問題点

・電源の問題 ・薬剤の問題 ・材料の問題 ・食事の問題

・空調の問題 ・音の問題 ・環境の変化 その他多数

最近では・・・ホテルや旅館また在宅避難も積極的に検討

2021/12/17



災害時におけるホテル・旅館への避難について 福島市

☆利用できるとき
水害時に市が警戒レベル３「高齢者等避難」を発令した時から、又は地震・火山等の災害

による避難所が開設した時から

☆ホテル・旅館での受け入れ対象者
①妊娠28週目から産後2か月までの妊産婦

②医療的ケア児

③介助者（①は原則1名、②は原則2名まで）および同居する小学生までのお子さん

☆受入れ可能施設
市内のホテル・旅館17施設

※事前登録制として、対象者には「ホテル・旅館避難カード」を交付し、避難する際に携帯する

☆令和3年9月に医療的ケア児のご家族を対象にホテルの見学会を開催

協定先である福島市旅館ホテル協同組合にご協力いただき医療的ケア児のご家族を対象

・駐車スペースや段差、部屋の大きさなどを事前に確認
2021/12/17

市と応援支援協定
を締結！



ちょっと待って・・避難先はどこ？

▪ 支援者は患者が必ず医療施設等へ避難すると考えがちですが・・

☆患者さん（ご家族）の思いはどうでしょう？

家屋さえ無事なら在宅を継続をしたい・・・家族が増えてきた！

入院すると気を遣う

入院すると在宅同様の介護が難しい→吸引等
介護者は家が気になる と言う人もおられます！

☆一方医療側からみると・・・

広域大規模災害の時に災害基幹病院は、受傷者を中心にベッドの確保

を進める必要がある！

⇒在宅避難を実施するためには、そのための準備が必要となります・・・

患者さんの
ニーズは？



個別計画として在宅避難計画の立案
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発 災

避難の必要性

絶対避難避 難
在宅で別場所
へ避難在宅避難

避難しない場合
目標
医療の継続
①電源の確保
②燃料の確保
③飲食の確保

介護者も
④薬剤の確保
⑤医療の確保

医師
看護師 等

⑥生活の確保

避難する場合
目標
安全に避難し医療の継続
①避難先の確保

避難所
福祉避難所
福祉施設
医療施設

②移動手段の確保
③サポート要員の確保
④以降は在宅避難に準ず

避難先により

上階へ、離れへ避難
目標
安全に移動し医療の継続
左記①～⑥
⑦移動手段の決定
⑧サポート要員の確保

土砂崩れ・水没
など

家屋の被災
及びその危険性大

発災時の避難先
の情報も確認
在宅と同じよう
に避難先及び
避難路も被災

している可能性
がある

避難しないこと
が在宅避難では
ありません！



在宅避難をするための備え
2011年東日本大震災事例より

在宅避難でもっとも重要なことは電源の確保です！

発電機があっても、持続して使用する計画

発電機の燃料の備蓄・確保する計画

発電機の保守管理をする計画

その他にも

食糧（患者だけでなく介護者も）確保

飲水・食料水の確保

薬品の確保

医療材料の確保

介護用品の確保

安全なスペースの確保

などなど・・・“自助”だけでは無理支援者の

協力が不可欠となる



非常電源使用計画
☆東日本大震災で筋ジストロフィーで人工呼吸器使用されている方の使用法
※「被災地における在宅医療の研究的実践」（社）日本筋ジストロフィー協会より

時間経過とバッテリや車のシガーライターの使用状況・内容一覧表

月日 時間 電源先 内容

3月11日
14:46 内蔵バッテリー 地震発生のため、自動的に切替え

22:00 外部バッテリー 内蔵バッテリ残量40%のため外部バッテリに切替え

3月12日

04:00 内蔵バッテリー 連続6時間インバーター使用のため、内蔵バッテリに切替え

10:00 シガーライター 内蔵バッテリ残量40%のため、シガーライターに切替え

16:00 内蔵バッテリー 連続6時間インバーター使用のため、内蔵バッテリに切替え

22:00 外部バッテリー 内蔵バッテリ残量40%のため、外部バッテリに切替え

3月13日

03:00 内蔵バッテリー インバーターから異常音がしてきたため、内蔵バッテリに切替え

07:00 シガーライター 内蔵バッテリ残量40%のため、シガーライターに切替え

13:00 内蔵バッテリー 連続6時間インバーター使用のため、内蔵バッテリに切替え

19:00 外部バッテリー 内蔵バッテリ残量40%のため、外部バッテリに切替え

23:00 内蔵バッテリー 03:00から外部バッテリを再度使うため、内蔵バッテリに切替え

3月14日
03:00 外部バッテリー 内蔵バッテリ残量40%のため、外部バッテリに切替え

03:05 内蔵バッテリー インバーターから異常音がしてきたため、内蔵バッテリに切替え



実施されたリアル避難訓練

準拠点
避難所

自治会
近隣支援者

集会所
自宅
患者

自主避難所

市役所

病院

自主防災
本部役員

市職員

市職員

市職員

医師
看護師
等

保健所

主催
自立支援
協議会



非常電源と使用における注意



在宅で使用される人工呼吸器

☆在宅医療で使用される呼吸器には基本的には内蔵バッテリーを搭載
☆旧モデルの一部のNPPV専用機には搭載されていな機種がある
☆内蔵バッテリーは概ね3~10時間使用可能となる
☆専用の外部バッテリーが用意される
☆災害時には専用以外の電源を使用されることもある

精密機器のために質よ良い電気を使用する必要がある

専用バッテリー以外は使用者側の責任より使用する必要がある

☆必ず電源切替の手順等計画を立てる
☆呼吸器の代用となるバッグバルブを
備え、確実に使用ができるように

学習をしておく必要がある



バッグバルブマスクと吸引器（非電動）

☆流量膨張式バッグと自己膨張式バッグ
流量膨張式バッグ・・・ジャクソンリース

自己膨張式バック・・・バックバルブマスク

アンビューバッグ（商品名）

アンブバック （商品名）

レサシメーター （商品名）

用手蘇生バッグ

蘇生バッグ

徒手バック

換気法を・・・用手換気とか徒手換気、またバック

バルブ（マスク）換気という



非常電源
★内蔵バッテリー
★外部バッテリー（専用）
★バッテリー＋インバーター（単独・車載）
★医療用バッテリー
★ポータブル発電機
●クルマの利用

★シガーコード

★走行充電器（ACE）
★HV・PHEV・EV・V2H
★太陽光発電＋家庭用蓄電池

★家庭用発電機 or＋家庭用蓄電池

2021/12/17延長コードにも注意！



TRILOGY100

型式 Trilogy100

取扱メーカー フィリップスレスピロ
共同会社

電源
内部バッテリ
稼働時間
充電時間

外部バッテリ
稼働時間
充電時間

消費電力
３電源

リチウム
3～4時間
3～4時間

リチウム
3～4時間
3～4時間

210VA
○

寸法 235×285×167
重量 235×285×167 46

酸素接続
外部バッテリー接続



内蔵バッテリー

☆在宅人工呼吸器は基本的には家庭用コンセント100Vを使用して稼働
☆一部の鼻マスク専用タイプ以外は内蔵バッテリーを搭載
☆現在の機種は災害（停電含む）対策のために稼働時間が長くなる傾向
３時間～１０時間

☆在宅避難では、再充電の方法や充電時間も確認しておく
☆内蔵バッテリー使用時の画面表示を確認しておく
☆緊急に移動することも考え他に電源があれば温存しておく
☆電源使用の計画を立てておく
☆他電源との併用の場合、消費される順位を確認しておく



外部バッテリー

☆メーカーが用意する外部バッテリーがある
☆数種用意しているメーカーがある
☆内部バッテリー同様使用時間・充電時間・充電方法を確認
☆外部バッテリー使用時の画面表示を確認しておく
☆電源使用の計画を立てておく
☆他電源との併用の場合、消費される順位を確認しておく
☆保険償還内に含まれている（但し、費用の関係で基本１本程度）
☆単独で充電できる充電器があるメーカーとないメーカーがある
充電するのに本体に接続しておく機種もある

☆ディープサイクルバッテリーを用意するメーカーもあり
最近では基本的にはリチウムバッテリー

メーカーは脱着式
バッテリーと呼称し
別に外部バッテリー
もあり



シガーコード

☆メーカー、機種によりシガーコードが用意されている
☆車のシガーソケットもしくは単独の電源にシガーソケットを装備し接続
呼吸器に専用の差込口がある⇒12V用の挿入口

☆差し込みが中途半端（接触面積小さく）になると高熱となり発火することも
☆軽自動車で停車して使用する場合、定電圧になったり、車載バッテリーの
劣化が早まったりすることがある

☆基本的には車のシガーソケットの使用となるので、車の燃料が枯渇
しないように、常に燃料半分になれば給油するよう心がける必要

☆コード長が短いため車中での呼吸器接続となる



インバーター

☆直流12Vまたは24Vを交流100V変換する器具
☆一般的には車のシガーソケットより100Vを取り出す
シガーソケットを備え付けた電源セットでも接続可能

☆差し込みが中途半端（接触面積小さく）になると高熱となり発火することも
☆軽自動車で停車して使用する場合、定電圧になったり、車載バッテリーの
劣化が早まったりすることがある

☆基本的には車のシガーソケットの使用となるので、車の燃料が枯渇
しないように、常に燃料半分になれば給油するよう心がける必要

☆矩形波と正弦波があり精密機器には正弦波を⇒矩形波に比べ高額
☆シガーソケットを使用しても、延長コードを屋内に引き込むこともできる
☆消費電力に応じた余力のある商品を選定する
☆鉛蓄電池（基本的にはディープサイクルバッテリ）にソケットを取り付け使用可能

矩形波 正弦波



スターターバッテリーとディープサイクルバッテリー

☆スターターバッテリー
一般的に車に搭載されているバッテリー、車でエンジンをかけるため

セルを動かすためのバッテリーで、エンジンがかかれば、あとは車の

発電機を利用してでき系統を駆動する。２～３回空にすると用交換

☆ディープサイクルバッテリー
発電機を搭載しない機器に使用される（シニアカーなど）。500程度
再充電することができる。どちらも鉛蓄電池で一見見分けは付かない。

☆購入するならディープサイクルバッテリーを・・・ただし、ALS協会が
考案している、車の電気システムを利用したシステムでは、スターター

バッテリーが用いられている。

☆使用する時はインバーターを併用するほうが操作性が上がります。
市販キット販売しているメーカーあり（バッテリー・インバーター・コントローラー）

☆電気に精通した方が使用することが望ましい
※エネルギー容量＝ (電圧) × (電流容量)＝ 12V × 36Ah =約432Wh



ディープサイクルバッテリー+インバーター+充電器

☆一部のメーカーで東日本震災後検証により使用が可能なセットを販売している
☆人工呼吸器のみならず、吸引器や排痰補助装置の検証も行われている
☆市販の鉛蓄電池を使用する場合には比較的安心して使用が可能



医療用バッテリーと市販バッテリー

☆近年アウトドアの盛り上がりにより、大容量の蓄電池が販売されている
☆同レベルの医療用（医療機器を接続してもよい）の半値ぐらいの売価
☆市販品の普及が多い、特に小児の加湿器用として・・
☆できれば、国産品もしくは国内代理店の物が安心
☆地域によっては補助あり
☆車いす搭載なら、形状も考える必要あり
☆もし購入したらメーカーに一度、設定を同じにして何時間持つか確認を
☆劣化が進むので1年に1度は最低でも稼働時間を確認する

パシフィック
医療用
250Wh
最大出力200W

Jackery
汎用
704.6Wh
最大出力1000W

JVC
汎用
626Wh
最大出力1000W



ポータブル発電機

メーカー 工進 ホンダ ホンダ ニチネン

型式 GV-16i EU９iGP EU9iGB KG-101 G-cubic

出力 １６００VA ９００VA ９００VA １０００VA

連続運転時間 4～10.5時間 110時間 1.2～2.2時間
ガソ 3.5～7.5時間
ガス 2.0時間

燃料（容量）
無鉛ガソリン
（4.2ℓ）

LPガス（50ｋｇ） ブタンガス（2本）
無鉛ガソリン
（3.0ℓ）
ブタンガス（2本）

乾燥重量 22ｋｇ 13.5ｋｇ 19.5ｋｇ 15ｋｇ

始動方式 リコイルスターター リコイルスターター リコイルスターター リコイルスターター

騒音 65ｄｂ 86ｄｂ 86ｄｂ 58db



ポータブル発電機

☆個人で購入された方、国や市町村の補助で準備されたかた様々
注意点として

①電気の「質」の問題

②購入後の「管理」の問題

③予備「燃料」の問題

④始動「場所」の問題

騒音と異臭の問題もあり

⑤「操作」の問題

基本的には、外部バッテリーの充電に用いることが望ましい



在宅障害児（者）のご家族の方々へ・・・

在宅医療が災害を乗り切るためには！
１．災害が他人事（他地域のこと）ではなく自分の環境に起きると認識して下さい。

２．発災時、自助活動が重要であり、自分に何ができるのか考えてみて下さい。

３．１家庭だけでは乗り切れないことを認識し、日頃よりコミニテー内の関係を構築

する努力をして下さい。

４．要援護者登録等積極的に登録し、各所から入る支援者からスムースな支援を受け

ることができるように情報の発信をして下さい。素早い対応には名簿が必要です！

５．避難訓練が実施される場合には積極的に参加して下さい。

６．支援は必ず入りますが、最低3日間は自助活動ができる準備をして下さい。

支援者の方々へ！
災害関連死（治療遅延死PDD）をいかに減らすのか、
それが支援者の 最大の目標であり、決して在宅者
さんが「そうなったら死んでもいい」という気持ち
にならない・・・支援対策の構築をお願いします！


