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２００８・１１・１３ 

東京都福祉保健局に対する要望書への回答説明会記録 
 
１．日時：平成２０年１１月１３日（木） １０：００～１１：００ 
２．場所：東京都庁第一本庁舎 ２５階 １０８会議室 
 
 ＜福祉保健局 出席者＞ 
 福祉保健局  総務部 企画計理課 
同      医療政策部 医療政策課 

 同      少子社会対策部 子育て支援課 
 同      少子社会対策部 子ども医療課 
同      障害者施策推進部 計画課 

 同      障害者施策推進部 自立生活支援課 
同      障害者施策推進部 精神保健・医療課 
病院経営本部 経営企画部 総務課 
 
＜東京 LD親の会連絡会出席者＞ 
くじら   ３名   

けやき   ４名   

にんじん村 ４名   

 
要望書回答【福祉保健関係要望項目】 
１．早期発見、早期支援について 
（１）（３） 回答：（少子社会対策部子ども医療課） 

東京都は保護者のご協力もあり、乳幼児健診率はほぼ８０％～９０％超の非常に高い健診実施

率で推移している。乳幼児健診はほぼ全数の親御さんと出会う非常に大事な機会と思っていて、

乳幼児健診では心身の発達を診るわけであるが、それを診ていく母子保健従事者、又、地域の

医者も入っているが、そのスタッフに対して発達健診に関する研修を毎年行なっている。その

中で発達障害に関する正しい知識であるとか、健診の中での見極めるポイントといったものを

伝えていくような努力をしているところである。 
（４） 回答：（少子社会対策部子育て支援課） 

保育所における障害児保育は障害の種類程度によらず、色々なお子さんをお預かりできるよう

に、必要な人件費、物件費が地方交付税で措置をされている。人件費でいうと、障害を持つお

子さん二人に対して職員が一人配置できるような交付税が措置されている。保育の実施主体は

区市町村なので、区市町村は交付税を受けてその障害のお子さんそれぞれに応じた保育を実施

するような形で民間の保育所には補助金を交付し、公立の保育所にはそれなりの人員配置など

を行なうという仕組みになっている。東京都では区市町村立、或いは私立の保育所で障害のあ

るお子さんを預かるにあたって色々設備などを改修する時に、その必要な経費を区市町村を経

由して保育所に助成しており、人、ハードの両方合わせて国、東京都、区市町村とで色々な財
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政支援を行なっている。 
（２） 回答：（少子社会対策部子ども医療課） 

母子保健事業においては、乳幼児健診の中で健診の結果、お子さんの心身の状態をより細やか

に診ていった方がいいという場合に経過観察といった形で、すぐ医療機関に繋いだ方がいいと

いうお子さんについては、医療機関への精密健診、医療機関への紹介を行なう。お子さんの発

達や成長過程は、個々のお子さんによっても非常に異なるところもあるので、経過観察という

形ですぐ医療に繋がずに親御さんの不安を軽減しながら現状を保健センターで診ていくとい

う手法をとる場合もあるし、神経科医の方と一緒に診ていく発達健診という形で観察していく

という場合もある。そのように色々な重層的な方法で切れ目のないフォローを行なっている。

又、健診で育児不安を抱えられる親御さんについては、同じような悩みを持っている親御さん

と集団指導を行なったり、個別に生活指導をして欲しいとか、親御さんの気持ちを聞いて欲し

いという事も非常に大事な受け止め方だとだと思うので、個別指導などへ繋げるなど地域の実

情に合わせて安心の確保に努めた施策を行なっている。 
（２)（５)（６) 回答：（障害者施策推進部精神保健・医療課） 

東京都では、平成１９年度から発達障害児・者について先駆的な支援の取り組みをモデル的に

実践し、その分析・検証を行うことで発達障害者に対する効果的な支援法の確立を図る事を目

的にした「東京都発達障害者支援開発事業」を行っている。この事業の中で成長段階に応じた

支援手法を開発するため、今年度においては、早期発見、早期対応や家族支援プログラムなど、

複数のモデル事業を実施している。この成果を区市町村に紹介していきたいと考えている。 
（６) 回答：（少子社会対策部子ども医療課） 

母子保健、子ども医療の観点としてはお子さんの心に関して、発達障害だけではなく、様々な

問題があるが、お子さんや親御さんと接点がある機関としては、保健医療だけではなく、教育、

福祉とか色々な地域の関係機関と合わせて、それぞれの機関でそれぞれが適切に対応する事が

親御さんへの安心につながる。そういった関係機関又従事者の方を対象として、今年の７月か

ら「子どもの心診療支援拠点病院事業」を開始して、都内では梅ヶ丘病院に委託して、関係者

への研修事業、普及啓発を行っている。一般都民の方にも発達障害についても正しい普及啓発

が必要と考え、都民向けの講演会、パンフレット、ホームページのような物を考えているので

念のため申し添える。 
 
２．サポートファイルの普及 回答：（障害者施策推進部精神保健・医療課） 

昨年度より実施している東京都発達障害者支援開発事業の中で、関係機関から児童に対する支

援情報を蓄積し、保護者及び支援を行なう関係者が共有情報として活用できるような仕組みに

取り組んでいる。今後その成果を区市町村に紹介していきたいと考えている。 
 

３．医療機関の増設と都立病院の統廃合関係の情報提供について 
（１)①② 回答：（障害者施策推進部精神保健・医療課） 

今年度から「子どもの心の診療支援拠点事業」を開始し、発達障害など児童精神に関する研修

を都内の医療機関の医療従事者に対し行っている。又、今後、発達障害児（者）の治療・支援

の対応が可能な医療機関の確保を図っていく事を目的として、医療機関における発達障害児

（者）の治療・支援の実態調査を実施していく予定。 
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（１）①の一部 回答：（医療施策部医療政策課） 
都では都民の医療と健康保持に寄与するために、医療従事者を対象に専門知識の充実向上を目

的とした講習会を実施している。又、誰もが身近な地域で症状に応じた適切な医療が受けられ

るよう、島しょを除く都内１２個の二次保健医療圏で患者の症状や状況に応じた適切な医療連

携を促進して、外来から専門的な入院医療、退院後のフォローに至るまで、地域で対応できる

ような効率的な医療提供体制の構築を目指している。今後とも全ての都民の方が身近な地域で

症状に応じた適切な医療が受けられるような医療従事者の質の向上と地域に於ける医療連携

の促進に努めていく。 
（１）③ 回答：（経営企画部総務課） 

小児精神科の専門病院として現在梅ヶ丘病院を運営している。梅ヶ丘病院では発達障害に関す

る診療を行なう他、リハビリ、相談にも対応している。梅ヶ丘病院については、府中病院の横

に小児総合医療センターとして再整備を行なっているところだが、移転後も引き続き発達障害

の医療については重点医療として対応していく。又、区部については現在大塚病院に小児精神

外来の整備に向けて準備を進めていて、発達障害を含む多様な精神疾患に対応した専門的な小

児精神科医療を提供する事によって、梅ヶ丘病院の現行区部における小児精神科医療の機能が

確保できると考えている。又、全ての都立病院に心理士を配置していて、それぞれの病院の診

療内容に応じて、その業務に従事している。 
（２)①～⑨まとめて 回答：（経営企画部総務課） 

「小児総合医療センター」では高度かつ専門的な医療、又、小児期から思春期にかけての「こ

ころ」と「からだ」を密接に関連づけた総合的な医療を提供し、都に於ける小児医療の拠点と

して充実を図っていく事としている。 
①新センターでは発達障害医療を重点医療として対応する事としていて、自閉症等の広汎性発

達障害、注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）、学習障害（ＬＤ）など、様々な障害を持つ幼児

期から思春期までの小児を対象とした医療を提供していく。 
②医師、看護師の他、心理職、作業療法士、保育士、ソーシャルワーカーなど、専門性の高い

医療スタッフを配置して、各部門が十分な連携を取る事によって医療の充実を図っていく予定。 
③新センターでは、都に於ける子どもの心の診療に関する拠点として、引き続き医療・教育機

関等との連携・支援体制の構築に取り組んでいく事としている。 
④地域の医療機関や教育機関、保健福祉機関等との連携した支援体制を構築すると共に、区部

の大塚病院に小児精神科の外来機能やデイケア機能の一部を整備して、都全体の小児精神科医

療のサービス水準の向上を図る事としている。 
⑤梅ヶ丘病院の今提供している医療機能については基本的には、小児総合医療センターに引き

継いでいく予定。 
⑥平成 19年の７月から病院本体の建設に着工している。平成２１年度に竣工の予定。 
⑦新センターの開設については平成２２年３月開設を目指していて、それに向けた準備を進め

ている。 
⑧現在通院している患者のカルテ保管については、小児総合医療センターに引き継いでいく事

となる。 
⑨小児期の疾患を成人になった後そのまま抱えていく、いわゆるキャリーオーバーの患者さん

については、隣接する多摩総合医療センターと密接な連携の下、患者さんの適応能力など個別
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な事情に配慮しながら、適切な医療機関への円滑な移行を進めていく事としている。 
 

４．ＬＤ等発達障害に関する研修について 
（１)（２)（３)（５)まとめて 回答：（障害者施策推進部精神保健・医療課） 
現在都内３箇所にある精神保健福祉センターにおいて、保健師等関係機関の職員等を対象とし

た研修を、地域の向上を図り円滑な連携を図る事を目指して実施している。発達障害者支援セ

ンターの事業の一環として医療機関や民間企業を含め関係機関に対して普及啓発を行なって

いる。 
（４) 回答：（障害者施策推進部計画課） 

現在東京都では、区市町村や事業所の職員等であって、障害程度区分の認定調査を行なう事が

見込まれる者を対象として、以下の内容についての研修を実施している。内容については、障

害程度区分に対する基本的な考え方、認定調査の実施方法等。研修の実施に当たっては、各障

害共通の認定調査項目について、全国一律の方法による公平・公正で客観的且つ正確に調査が

行なわれるよう、認定調査員等の資質向上を目指している。今後も上記研修の中で必要に応じ

て、障害特性による留意事項等を補足説明するなど内容の充実を図っていきたい。 
 
５．相談、支援の場の確保と評価 
（１)（２)（３)まとめて 回答：（障害者施策推進部精神保健・医療課） 

昨年度から実施している「東京都発達障害者支援開発事業」の中で、今年度については開発モ

デル事業として、①成長段階に応じた支援手法を開発するための家族支援プログラム、②地域

生活を円滑に行なうための地域プログラム、の２事業に取り組んでいる。また、個別支援計画

については、関係機関と連携して個別支援計画の作成を行なうと共に、保護者・関係機関で構

成する個別支援会議を開催するなど、継続的支援の取り組みを実施している。今後これらの取

り組みを評価、検証してその成果を区市町村に紹介していきたいと考えている。 
 

６．発達障害者支援センターの整備 
（１)（２)まとめて 回答：（障害者施策推進部精神保健・医療課） 

乳幼児期から成人期までの一貫した支援体制の整備に向けた発達障害者支援モデル事業を実

施している。その成果をもとに身近な地域である各区市町村で支援体制の促進を図っていきた

いと考えている。又、発達障害者支援センターの職員については発達障害児・者等の支援に相

当の経験及び知識を有する者を配置しているが、引き続き専門性の向上に努めていきたいと考

えている。 
 
７．手帳制度の弾力的運用 
（１)（２)まとめて 回答：（障害者施策推進部精神保健・医療課） 

発達障害のある方については、ＩＱ等の状況により愛の手帳の交付対象とならない場合におい

ても、精神疾患及び能力障害の状態が精神障害者保健福祉手帳の基準を満たす場合には、精神

障害者保健福祉手帳の取得が可能となっている。又、この手帳の取得がない場合においても医

師の診断書を提出する事により、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの利用が可能と

なっている。精神障害者保健福祉手帳については、平成１８年１０月より手帳に写真を貼付す
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る事になった関係で、精神障害者の方々についても身体障害者や知的障害者の方々と同様の福

祉サービスが提供されるよう都としても、関東鉄道協会等に対して積極的に働きかけを行って

いる。手帳所持者に対する支援内容については、精神障害者保健福祉手帳制度を紹介したリー

フレットや精神障害者の方々の支援機関や相談窓口等を紹介した「道しるべ」という冊子を通

して広く周知を図っている。 
 

８．ライフステージに沿った生涯を通じた支援体制の確立 
（１)（２)まとめて 回答：（障害者施策推進部精神保健・医療課） 

発達障害者支援開発事業の中で、乳幼児期から成人期までの一貫した支援体制の整備に向けた

複数のモデル事業を実施しており、その成果を各区市町村に紹介していきたいと考えている。 
（３) 回答：（障害者施策推進部自立生活支援課） 

学習障害などの発達障害を持つ方々に対する地域支援、生活支援については、その必要性等は

認識しているところではあるが、現在障害固有の具体的な施策の整備には至っていない状況で、

障害者自立支援法の中の事業を利用する事となっている。例えば、ショートステイについては

基本的には障害程度区分の判定が必要となり、この判定に基づき支給決定を受けて利用する事

となり、ＬＤ等発達障害の方等も支給決定を受ける事によって利用する事ができる。又、ガイ

ドヘルパー等自立支援法で、区市町村地域生活支援事業として位置づけられている事業につい

ては、各区市町村が創意工夫により事業を実施しているので、これらを利用する事となるので、

その点よろしくお願いしたい。 
 
 
 
 
 
【質疑応答】 
Ｑ：（けやき） 項目７について、現在東京都ではＩＱ７５以下が療育手帳という事で、私達も会

のほうでなるべく支援を受けられる人は支援を受けるようにという事を言ってきた。その結果

手帳に対しての理解が進んできたが、それと同時に取れない人が多くなってきて、精神障害者

保健福祉手帳を勧めてはいるが、就労した時に雇用率に入る事が目的で取るが、企業の方で｢精

神障害者保健福祉手帳を取って入ったのなら精神障害でしょう｣という事で、企業に対する説

明の中に発達障害が明記されていないため、企業の方でなかなか理解が進まないので、できれ

ばそういう啓発もお願いしたい。それと同時に、療育手帳のＩＱ７５以下が非常にネックにな

っていて、８０ちょっとの人達は社会性がとても不足していて親達が心配している場合でも、

手帳が取れない。先の生活を考えるととても不安だという声が大きくなっている。全国的にも、

神戸では発達障害の診断がおりたらサービスを提供するというような形に神戸市・兵庫県はな

っているし、横浜では自閉圏であればＩＱ９０以下が認められているが、東京都は７５以下と

いう事で、企業の方でも確かに手帳を持っていない人を就労させるのは、企業は福祉ではない

と言われているので、なかなか難しくなっている。東京は特例子会社が一番多いと思うが、そ

のような中で障害者がいないという事で企業も困っていて、私達も就労させられないと困って

いる中で、東京都はそれに対してどのようにお考えになっているかお聞きしたい。 
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Ａ：（障害者施策推進部自立生活支援課） 質問の一つは手帳の判定、もう一つは企業への就労機

会の拡大ということで、そういった御要望は以前から承っているところであるが、現在東京都

においてどのように進めていくかということについてはまだ検討の段階という事で、今日いた

だいた意見についてはご要望として承る。 
Ｑ：（けやき） 精神障害者の範囲というか、文書的に発達障害を明記されることについての検討

はされているのでしょうか。 
Ａ：（障害者施策推進部精神保健・医療課） 精神障害者保健福祉手帳というのは、ＩＣＤ－１０

という中のＦコードとＧ４０が対象となっており、そのＦコードの中に発達障害も含まれてい

るので、発達障害が抜けているという訳ではないと考えている。 
Ｑ：（にんじん村） 早期発見、早期支援のところで８０％～９０％の高い健診率という事を伺っ

たが、その中で、発達障害というお子さんの枠に何を持って入れられているのか、簡単なこと

ばで教えて頂きたいのと、具体的に親御さんにお伝えした後どういうふうな経過観察をしてど

のように医療に繋げたり療育に繋げたりされているのか。自分の子どもは現在小２で健診は全

て受けたが、私自身が発達障害という事を子どもが５歳になるまで全然知らなかった。でも、

あまりにも子どもが育てにくかった。３歳児健診の時から質問項目に？マークがありそれを担

当の方に伝えたが、全部潜り抜けてきた。自分の子どもと同じような発達障害の子であれば全

部潜り抜けている筈。たまたま癲癇を持っていたので、３歳の時から診て頂いている先生にも

伝えていたが、５歳になってその病院でＩＱ検査を受けて広汎性発達障害と初めて診断された。

それが年長さんの 5月だった。そこから慌てて色々勉強して、子供の接し方とかも自分でやっ
た。でも、自力でやってもぜんぜん情報がなくて、梅ヶ丘療育に８月に申し込み１１月にやっ

と入れてもらって、月に 2回 2ヶ月位療育して頂いたが、親子とも殆ど何も分からないまま小
学校に入学した。調べたら通級があったので、通級に入れるような形にはして頂いた。その後

親の会に入って親の会から情報を頂いたが、自分で一生懸命探さない限り他からは何の情報も

得られなかった。発達障害を全く知らない親の子どもがそうだった場合どうすれば良いか。 
Ａ：（少子社会対策部子ども医療課） 平成９年１０年ぐらいまではＬＤとかＡＤＨＤという形で

主に学校の方の学習障害が取り上げられた時代があって、その頃まだ母子保健の世界で発達障

害という言葉はあまり使われていなかった。その後育てにくいお子さんという形で、軽度の発

達障害があるんじゃないかということが提唱されて、厚労省の方で研究が進んできたのが平成

１３年～１５年あたりで、軽度の場合も重度の場合も知的障害や発達障害のお子さんがある場

合というのは、途中の６～７健診、９～10 健診、１.６健診で親御さんが育てにくいと気付き
があるが、一方で母子の愛着形成期であるので、思いはするが認めたくないという所があり、

３～４歳ぐらいまで続いてきている状況にある。自治体のほうでも不安を与えすぎたくないし、

コミュニケーション障害であるならばコミュニケーションが取れる段階にならないと、なかな

かわからないという事で、３歳児健診でかなりパスしてしまう場合も多い。お母さんの訴えが、

言葉が出てこないであったり、私のいう事が理解できていないんじゃないかという違う主訴で、

そこから発達障害を疑う場合もあるので、自治体のほうですぐに診断や確定ができないし、療

育でも何ヶ月かかけて確定していく。主に保健所、保健センターで行なっていくのは、｢育て

にくいお子さんを持つお母さんの会｣とか少し発達障害という事だけではなくて、幅広く心と

体の成長を診ながら行なっている。相談の中でも、発達障害と言っていない場合が自治体では

殆となっている。母子保健従事者の中でも、発達障害は 3歳の段階ではコミュニケーションと
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いうことが子どもたち同士がかかわっていったりしないとなかなか出てこないし、保育園幼稚

園に通っていても発達障害のお子さんは普段と違う生活環境にとても敏感に反応するので、た

まに先生が来たりする巡回相談だといつもと違う行動パターンをとったりして見逃されてし

まう事もある。そういう意味では普段から見守っている親御さんとか周りの方々、ご家族とか、

幼稚園・保育園の先生方と連携をとりながら行なっていくという方法をとっているので、じか

に発達障害のための相談とか講習会とかという形でなかなかヒットしないので分かりにくい

かもしれませんが、研修を受けたり、そういったお母さん達のサポートを受けたり、お母さん

同士でそういうお子さんを育ててきた経験がピア、当事者として助け合える部分もある。お母

さんの子育て感とか、お母さんの子どもとの向き合い方とか、家族も含めた子育てのあり方に

ついての理想や現実というのもあるので、その方に応じたフォローができるようにここ数年頑

張っている所ですので、今後とも努力をして参りたい。 
Ｑ：(にんじん村) それは分かった後のことだと思いますが、ヒットするポイントはどういうポイ

ントを健診スタッフに診る様に指導されていますか。 
Ａ：（少子社会対策部子ども医療課） 心身の発達のあるべき年代に応じた、例えば行動の理解力

の面、平衡感覚の面等、それぞれの年代に応じた発達のチェックポイントはある。チェックも

全体で診るところがあるので、チェックポイントの数が多いからすぐ障害があるとはいえない

とお母さん方には説明するように心がけている。 
Ｑ：（にんじん村） 多分今のだとすり抜けるお子さんが殆どだと思う。発達障害といわれている

お子さんは殆どそれができますよね。 
Ａ：（少子社会対策部子ども医療課） そういう場合もある。健診の面接の中でお母さん方の「日

頃こういうことがあります」というのを聞いていく事によって個別相談に繋がっていくので、

今は虐待予防や色々な観点だったり、子育て不安の軽減というところもあると思うが、そうい

う意味で前よりは面接の時間が多くなっているので、お子さんの日頃の状態を話して頂ける事

が、一日しかお子さんを診ない保健所とか保健センターの保健師にとっても逆にとても助けに

なるので、話しにくいこともあるか知れないが、心置きなく話して頂ければと思う。保健所、

保健センターだけでなく、梅ヶ丘病院の中の精神保健相談室だとか地域の精神保健福祉センタ

ーだとか、相談機関はいろいろあるので… 
Ｑ：（にんじん村） そういう所にはまず行かない。私が伺いたいのは、一番最初必ず８０％～９

０％の割合で皆さんが行くそこで、殆どの子どもを見つけて欲しい。 
Ａ：（少子社会対策部子ども医療課） 健診は一日で１５分と限られた中で診るのでどうしても母

子保健の限界というものはある。限界を超えるためには、お母さんに毎日接している中での気

付きを言って頂くしか逆に普段の生活を知る事ができないので、聞き取りの技術といったもの

は私達も母子保健研修の中で向上させていきたいと思うが、お母さん方も不安な事が言えるよ

うな健診作りをしていくのが一番良いのではないかと思う。 
Ｑ：（にんじん村） わかり易いようなチェック項目にして、チェックした事で分かるようなチェ

ック項目にしてもらうと、かなりの人が気づくのではないかと思いますが。 
意見：（にんじん村） 息子が小さい頃入院した時に看護師さんからおかしい、ちょっと診てもら

った事がありますか発達をと言われ、入院して何日か見ないとわからないという辺があるのか

と。そういう経過観察になったお子さんを長時間見るようなシステムがあるといいのかなと思

いますが。 
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Ａ：（少子社会対策部子ども医療課） 経過観察はやはりかなり長い時間診ているので、経過観察

のお子さんからは発見する手立てとしては有効になっている。経過観察やグループ活動、集団

指導はお子さんを集団で診られるので、集団指導の場がよく使われていると思う。健診自体は

限界があると思われるので、カウンセリング技術については向上させていきたいと思うし、お

母さん方のお声を聞きながら検診のあり方が少し良くなっていけばと思う。貴重なご意見をあ

りがとうございます。 
Ｑ：（くじら） ３(２)について、地域に医療の専門家が居ながら、なかなか学校の先生方との連携

や情報交換が充分できていない様に親としては見ている。医療と学校の連携について具体的に

取り組まれているところがあれば、教えて下さい。もう一つは６のところで、発達障害者支援

センターが、その成果を今後地域に活かす計画をされているという事ですが、その計画をもう

少し具体的に何か取り組まれている所、何か計画があれば具体的に教えて下さい。 
Ａ：(経営企画部総務課) 今、梅ヶ丘病院では子どもの心の診療支援拠点病院という事業で地域の

関係機関における連携体制の構築を図っているが、その中で、教育機関等関係者に対する研修、

セミナー、都民向けのシンポジュウムなどの取り組みを行なっている。 
Ａ：(少子社会対策部子ども医療課） 夏に学校、幼稚園、保育園の先生を集めて研修、セミナー

を行なって、今は秋のクールになって、地域の医療従事者への専門研修を 8回位行なっている。
全てが学校との連携の話題ということではないが、地域の教育機関、療育機関、幼稚園、保育

園、保健機関との連携のあり方についても取り上げていく予定。学校でも、特別支援シートを

使った就学支援として、前段階の乳幼児期との連携を考えており、都総体として随時連携に取

り組んでいる。 
意見：（くじら） 先日我々の地域で病院の先生を二人お呼びして講演会を行ないました。その講

演会は 160名の参加がありましたが、８０％が保育園関係の方で非常に興味を持っておられる
と感じました。そういう場を数多く与えて頂ける事によって、保育、教育関係者の方々が、あ

る面親より子供と接する時間が長い立場に居られますので、そういった方々がそういった知識

をより多く持って頂きたいと思いますので、是非、引き続きそういった場を持って頂ければと

思う。 


